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●産学官連携ジャーナル

榊原

定征

（さかきばら・さだゆき）
東レ株式会社

代表取締役社長 兼 CEO

◆科学技術が地球を救う
地球環境問題は待ったなしの状況であり、とりわけ温室効果ガス（以下、
GHG）削減への対応は喫緊の課題である。地球温暖化対策の次期枠組み（ポスト
京都議定書）についての国際交渉が本格化しようとする中、わが国では「低炭素
社会づくり行動計画」が閣議決定され、企業においては環境を軸にした経営の重
要性が増している。
最近、排出量取引などが喧伝（けんでん）されているが、これは GHG を削減す
るものではなく、マネーゲームにもつながりかねない。科学技術に立脚した製造
業を生業とする企業は、GHG を抜本的に削減できる技術開発こそが使命である
と考える。ただ、GHG 削減を考える時、素材製造時の GHG 排出量削減だけでな
く、製品のライフサイクルで考える LCA（ライフ・サイクル・アセスメント）の
概念が重要であろう。例えば、炭素繊維複合材料を航空機（100 人以上クラス）
の構造材として機体重量の 50％に使用した場合、軽量化によって 10 年間のライ
フサイクルで１機当たり２万 7,000 トンの炭酸ガス削減が可能と試算されてお
り、炭素繊維製造時の炭酸ガス排出量を大きく上回る削減効果がある。
実は、この炭素繊維は産官連携の代表例である。昭和 34 年、大阪工業試験所
（現、産業技術総合研究所）の進藤昭男博士がポリアクリロニトリル（PAN）繊維
を熱安定化してから黒鉛化すると高強度の炭素繊維が得られるという基本技術を
発明し、PAN の重合と紡糸技術を持つ当社がライセンスを受けて世界で初めて商
業生産につなげた。今で言うところの、オープン・イノベーションである。これ
まで当社では、経営の強い意志によって 40 年以上にわたり炭素繊維複合材料の
研究・開発を継続し、スポーツ用途から産業用、そしてボーイング 787 に代表さ
れる航空機にまで用途を拡大するに至った。既に自動車用途でもＦ１や高級車に
採用され、軽量化のみならず衝突安全性向上にも寄与している。今後、生産性や
リサイクルなど周辺応用技術が向上していくに連れ、需要は急拡大していくであ
ろう。
環境問題は、経済、技術、行政、国際協調など多面的な視点で取り組まねばな
らないことから、まさに産学官の連携が必須の分野である。低炭素社会実現に向
けた取り組みにおいて、一段と重要となる省エネ、新エネルギー、非石化原料、
水処理、リサイクルなどあらゆる分野において、科学技術の果たすべき役割は絶
大である。
私は、産学官の連携研究から生まれる多様な融合技術こそが、21 世紀の地球
環境を救うと確信している。
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米国バイ・ドール法

28 年の功罪

新たな産学連携モデルの模索も

制定から28年経過した米国のバイ・ドール法の功罪、
評価に関する同国からの最新レポー
ト。大学における特許取得件数、TLO 数、ライセンス数、企業からの研究資金などが同
法成立以降、増加している。こうした貢献への評価の一方で、大学がライセンス収入を
重視することが産学連携の障壁になっているとの批判もある。このため、新しい産学連
携のスタイルを模索する動きも出ている。

◆バイ・ドール法の概要

バイ・ドール法は、連邦資金を利用した研究成果の実用化を促進するこ
とを目的に、1980 年に成立した米国連邦法である。同法は、米国の技術
力の巻き返しを実現させた仕組みの１つとして、これまでに、米国内外か
らも大きく注目されてきた。立案者であるバーチ・バイおよびロバート・
ドール両上院議員にちなんだ通称名称で知られているが、正式名称は「大
学および中小企業特許手続法」となる。同法の骨格は以下の通り。

洪

美江

（ほん・みがん）
Washington CORE
Research Analyst

１. 大学・非営利法人・中小企業が連邦政府の資金提供の下に研究を行っ
た場合、研究成果に対する知的財産権は研究実施機関に帰属
２. 知財を取得した機関は、他の機関にライセンス付与が可能
３. 連 邦政府は、研究成果に対する特許を無償で利用できる非独占的ラ
イセンスを保有
バイ・ドール法が成立する以前は、連邦政府では連邦資金による研究成
果に関する知財政策が統一されておらず、省庁によって異なる方針が混在
していた。しかし、1970 年代の日本経済の台頭などを受け、米国では国
際競争力への懸念が高まり、競争力向上のための政策の一環として、連邦
資金を受けた研究成果の取り扱いが連邦議会で大きく議論されることに
なった。この際、以下の２つのアプローチのどちらを採るべきかが議論さ
れた。
●公的管理アプローチ：連 邦資金による研究開発から生まれた発明は、
連邦政府が所有・管理すべき
●民間委譲アプローチ：研究成果の実用化は民間に委ねることが最適
一方で、連邦政府が保有する特許の実用化の実態を調査した結果、連邦
政府は米国の基礎研究費の約 80％を負担していたにもかかわらず、実際に
その研究成果がライセンス供与・実用化されたのはわずか４％以下という
ことが判明した。特に米航空宇宙局（NASA）では、1978 年までに創出され
た発明３万 1,357 件のうち、NASA は３万 103 件における所有権を確保し
たものの、うち実用化されたのは１％以下であるとの結果が出ている。一
方、研究実施者が所有権を得たのはわずか 1,254 件であったが、うち 18 ～
20％が実用化に結び付いていた。
http://sangakukan.jp/journal/
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このようなデータからも、連邦政府が研究成果を保有していては実用化
は進まないとの議論に拍車がかかり、最終的に、前述した民間委譲アプ
ローチを取り入れたバイ・ドール法が成立することとなった。成立から 25
年以上経った今日でも、バイ・ドール法を提案した、バイ議員の元スタッ
フであるジョセフ・アレン氏は、
「イノベーション政策に関しては公的管理
アプローチでは駄目だ。研究成果の実用化は民間に任せるべきである」と、
技術移転における民間委譲アプローチの重要性をアピールしている。
バイ・ドール法によって研究成果の活用は、研究実施者に委ねられるこ
とになったが、連邦政府は研究成果に対する非独占的ライセンスを保有す
るなど、連邦政府が課す義務や制限は存在する。その１つが報告義務であ
り、バイ・ドール法では、研究成果の所有権を得た機関は連邦政府に対し
て、研究成果や特許、そして成果の活用状況（商品開発の状況・販売開始
日・ライセンス収入など）に関する報告を行うことになっている。
しかし実際には、この報告義務が遵守されていないことが問題となって
いる。つまり連邦政府は、研究資金を提供していながらも、その成果とし
て何件の特許が創出されており、うち何件がライセンス供与されているの
か、またはどの程度のライセンス収入を上げているのかなどを把握できて
いない。その結果、バイ・ドール法の功績を示す正確なデータも存在しな
いのが現状である。

◆バイ・ドール法の功績

エコノミスト誌（2002 年）が
「過去 50 年間の中で最も国民を
保護した法律であり、米国の産
業競争力低下を食い止めるとい
う点で、ほかの何よりも重要な
役割を果たした措置」と賞賛した
ように、高い評価を得ているバ
イ・ドール法であるが、前述の
通り、その功績を示すデータは
乏しいのが現状である。

http://sangakukan.jp/journal/
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とが多いが、これらの指標には、
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バイ・ドール法の功績をある程度把握することは可能であるといえる。
●バ イ・ドール法が成立した 1980 年を境に、大学の技術移転活動や産
学連携が活発化している
●大学による研究費総額のうち連邦資金が占める割合は、一貫して 60 ～
70% と高い比率を占めている
バイ・ドール法が影響を与えたといわれる、米国大学における技術移転
および産学連携活動に関し、一般に同法がもたらしたといわれる効果につ
いて、以下に列挙する。

︵件︶

︵万ドル︶

●特許：米国大学における特許取得件数は増加傾向にあり、米国で取得
された特許総数中、大学による特許取得件数の割合は 1969 ～ 1991 年
の 1.14％から 2005 年には 3.57％にまで拡大。同期間における連邦政
府の特許取得件数の割合が減少していることから、バイ・ドール法が
存在しなければ連邦政府が取得していたであろう特許を大学が取得し
ていることがうかがえる（図１）。2002 年以降、大学による特許取得
件数は減少しているが、これは米国特許商標庁（USPTO）による特許審
査の遅れが原因であり、１大学当たりの特許申請件数は 2002 年以降
も増加
● TLO：バイ・ドール法が成
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ンス収入の総額は 18 億ドル 出典：Association
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注： 2004 年度までのライセンス収入は複数の大学・病院・研究機関が重複した申告した収入を除いた額を用いている。
（図３）
しかし、AUTM は 2005 年以降はこのような数値を公表していないため、2005 年・2006 年のライセンス収入には
重複分も含まれている可能性がある。
●大学発ベンチャー：1980 年
図３ １機関当たりの年間ライセンス収入平均額の推移（1992 ～ 2006 年）
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るものの、バイ・ドー
ル法成立以前と比べて
高い割合（５％前後）を
維持（図５）
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企業からの研究資金のどれ
図５ 民間による大学への R&D 資金提供額と大学 R&D 資金に占める割合の推移
もがバイ・ドール法成立以
後は増加傾向にあることから、同法がこれらの増加にある程度貢献してい
るといえるであろう。
また、連邦政府における統一特許政策をもたらしたバイ・ドール法の意
義も無視できない。バイ・ドール法成立前は各省庁が個別の知財規則を定
め、連邦政府全体では 26 もの政策が混在する状況であったため、特許政策
の統一は、研究実施機関にとって歓迎するべきものであったと見られる。
さらに、大学による知財の所有を認める連邦政策が法制化されたことも
重要である。NIH のように、バイ・ドール法成立以前も大学に知財の取得
を認める制度を取り入れていた省庁もあったが、これは省庁レベルの規則
であり、省庁の意向で規則が変更となる可能性もある不安定な制度であっ
た。バイ・ドール法が成立したことで、大学も安心して TLO の設置など技
術移転活動の設備投資を行うことができるようになったのである。

◆バイ・ドール法に対する批判・課題

前述のようにバイ・ドール法についてはさまざまな功績が称えられてい
るが、同法に対する批判もある。まず、米国大学による技術移転活動が
1980 年以降活発化したことを功績の根拠とすることが多いが、大学によ
る特許の取得やライセンス付与の増加は、この時期に米国全体における特
許活動が活発になったためであり、バイ・ドール法とは無関係であるとの
指摘もある。
大学における TLO 設置についても、ウィスコンシン大学マディソン校
（TLO を 1925 年に設置）、カリフォルニア大学（1943 年から研究成果の実
用化を支援する方針を採択）、スタンフォード大学（1970 年に TLO を設置）
などの先駆的な例が存在しているため、バイ・ドール法が成立する 1980
年より前から、米国大学では既に技術移転を促進し始めてきた、つまり、
バイ・ドール法成立と大学技術移転活動の活性化との相関性は薄いと分析
する研究者も存在する。
http://sangakukan.jp/journal/
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また、バイ・ドール法で定められている研究成果の報告義務が守られて
いないという運用面での課題もある。報告義務が徹底されていないために、
連邦政府が研究成果の活用状況を把握できておらず、そのために、連邦政
府が研究成果に対する無償の非独占的ライセンスを有効に行使できないこ
とに懸念が高まっている。さらに、バイ・ドール法には、研究実施者に対
しては、特許を取得するか、または所有権を放棄するかの２つの選択肢し
かないこと、さらに、全省庁に対して画一的に同法が適用されるため、特
許ではなく企業秘密として研究成果を所有することを求めた企業があった
としても柔軟に対応することができないことが批判の対象となっている。
このほか、大学研究や研究成果の活用に関する懸念も見られる。例えば、
バイ・ドール法では商品に結び付く発明とリサーチツールとして広く普及
されるべき発明の区別がないため、リサーチツールが特許化され、結果と
して、基礎研究の進展が阻害されるという懸念が指摘されている。同様に、
従来大学での研究成果は学術誌や学会での発表を通して広く共有されてい
たが、成果の特許化が進むことで研究成果の共有が制限されることも問題
視されている。また、ライセンス収入を目当てに、技術移転が容易な応用
研究を重視するという「学術研究の商業化」に対する懸念もある。
さらに、バイ・ドール法が産学連携に弊害をもたらしたと指摘する声も
大きい。バイ・ドール法成立を受けて大学はライセンス収入を得られるよ
うになったが、ライセンス収入を重視するあまり、産学連携の交渉におい
ても研究成果の所有権を強く主張するようになった。この結果、共同研究
を実施することでは合意に達していても、契約を締結する手続きにおいて
知財の帰属先に関する交渉が長引くという問題が頻繁に発生するように
なっている。本来、産学連携はバイ・ドール法の対象とはならないが、企
業が研究資金を全額出す場合でも、大学は連邦資金で購入した機材を使う
のでバイ・ドール法が適用されるといった、同法の拡大解釈が問題に拍車
をかけているケースもある。産学連携の交渉が難航することが多くなった
結果、近年では米国大学よりも、知財へのこだわりが少なく、かつ研究の
質が向上している海外大学との連携を好む企業も出てきている。
ただし、米国大学においても意識の変化は見られており、特に大規模な大
学ほど、１つの知財よりも企業との長期的な関係を重視するようになってい
る。後掲のように新たな産学連携の形態を模索する動きもあることから、長
期的には米国における産学連携は改善の方向に進むことが期待される。

◆新たな産学連携のモデル

前述のように、知財が産学連携の障壁となっている状況を受け、新たな
産学連携のモデルを模索する動きがある。ここでは、代表的な例として、
１. IBM 社による「オープンコラボラティブ研究」、２. 全米アカデミーの「産
学デモンストレーションパートナーシップ」、そして３.「ベーシック」と呼
ばれる、サンフランシスコを拠点とする産学官コンソーシアムによる「後
援研究交流プロセス」について紹介したい。
１．オープンコラボラティブ研究
「オープンコラボラティブ研究」は、IBM 社が産学連携の障害を取り除く
ことを目的として 2006 年 12 月に開始したプログラムであり ①産学連携
http://sangakukan.jp/journal/
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研究による成果は公共に無料で公開すること ②無料で公開された利用権を
乱用してはならないこと、という２つの原則に基づいて、大学との共同研
究を実施している。公共への無料アクセスを前提とすることで、発明の独
占的な活用やライセンス売上への固執を減少することを狙いとしており、
IBM 社は、このモデルをＩＴ産業に広め、連携研究の促進と迅速な実用化
促進を目指している。
しかし、知財の帰属先をめぐる産学の対立を回避する１つの手法として
評価できるものの、ＩＴ産業における知財の価値は、製薬産業などとは大
きく異なることから、他産業への適用は難しいと見られる。
２．産学デモンストレーションパートナーシップ
「産学デモンストレーションパートナーシップ」は、全米アカデミーが
2006 年８月に設立したグループで、米国における産学連携の促進を目的
としている。特に知財に関する交渉の合理化を重視しており、これまでに
産学連携における基本的原則の策定や、ベストプラクティスを収集および
普及といった活動を行っている。
その中でも注目されるのが、現在開発中のソフトウエア、
「ターボネゴシ
エーター」である。これは産学連携における契約を合理化することを目的
としており、産学連携を締結するための交渉が始まる際に、大学や企業の
規模や大学が必要とする研究資金など、その産学連携の交渉に必要な情報
をすべてインプットすると、ターボネゴシエーターが両者に最も適切と見
られる契約草案を作成する仕組みとなっている。しかし、これは絶対的な
ものではなく、あくまでも草案をもとに関係者による対話を促進すること
が狙いである。
３．後援研究交流プロセス
サンフランシスコ周辺を拠点とする大学や国立研究所、企業などで構成
される「ベーシック」と呼ばれるコンソーシアムは、産学連携のための交渉
モデルとして、
「後援研究交流プロセス」モデルを開発しており、この利用
をメンバーに推奨している。同モデルでは ①交渉チームの信頼関係の構築
②大局的な視点からの交渉 ③創造性を活かした柔軟な対応などがポイント
となっており、合意内容の細部において見解の違いが生じても、大学と企
業の両方が連携の目的を常に意識し、交渉の長期化を避けることを奨励す
るものとなっている。
ベーシックの参加企業の１つであるヒューレット・パッカード（HP）社
は、このモデルを用いてカリフォルニア大学バークレー校との連携交渉を
２カ月で終えることに成功しており、米国での産学連携交渉の平均期間が
５カ月であることを考えると、このモデルの有効性がうかがえる。この
ケースでは、両者が事前に、交渉にはある程度の時間がかかることを確認
していたことも成功のポイントであったという。HP 社はその後、同じくカ
リフォルニア大学バークレー校との新しい連携にかかる交渉期間を１カ月
以内に抑えることに成功している。

http://sangakukan.jp/journal/
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◆バイ・ドール法の今後

これまで述べてきたように、バイ・ドール法をめぐる課題は数多く存在
する。また、活用実態を示すデータが限定されていることから、バイ・ドー
ル法の功績自体を疑う見方があるのも事実である。一方、特許、TLO、ラ
イセンス、大学発ベンチャー数などの定量的な指標を使って大学での技術
移転活動の推移を見ると、バイ・ドール法の功績は簡単には無視できない。
実際、ダウ・ケミカル社のスーザン・バッツ氏を始めとする産学の関係
者は、バイ・ドール法の微調整は必要であるとしながらも大幅な修正は不
必要であると口をそろえ、現行制度のままで機能する産学連携の在り方を
模索している。同様に、連邦政府内でもバイ・ドール法の改革を求める声
はあまり聞かれない。
これは、バイ・ドール法はうまく機能してきたメカニズムであるとの
ステークホルダーの認識は一致しており、今後も、米国においてはバイ・
ドール法で築かれた仕組み、そして精神は継続されることを示唆している。
ただし、企業と連邦政府がともに大学に研究資金を提供した場合のバイ・
ドール法の適用などに関する議論は、連邦議会で継続されるであろうし、
省庁レベルでは、研究成果に関する報告義務の徹底など運用面に対する課
題への対応が期待されるなど、同法の細部や運用に関する修正・調整が行
われる可能性はある。
他方、バイ・ドール法の見直しという各論にとどまらず、大学の本来の
使命とは何か、という本質的な議論が活発化すると考えられる。経済のグ
ローバル化とともに、国際競争力の増強に向けた取り組みが強化される中
で、地域経済の振興や理工系人材の育成など今まで以上に多様かつ重要な
役割が期待される大学が、基礎研究を担うという本来の使命と研究成果の
実用化促進とのバランスをどのように保つのか――。バイ・ドール法の存
在意義にも影響を及ぼす議論として、今後注視すべき議論が展開されると
いえよう。さらに、米国経済の建て直しを最優先事項として取り組むオバ
マ新政権および第 111 期連邦議会が、イノベーション促進基盤の中長期的
な整備の一環として、現行のバイ・ドール法に対して新たなスポットライ
トを当てる可能性も十分に考えられる。

http://sangakukan.jp/journal/
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一極集中を打ち破れ

「愛」と「技術」が地域を救う

地域資源と科学的「知」の
融合による地域活力の再生
その時代の流行を追った全国画一の地域活性化を見直し、地域の資源に立脚した地域振
興がいくつかの地域で行われるようになってきた。こうした戦略では、地域資源と大学
の「知」を結び付けることによって地域イノベーションを創出しようということがポイン
トである。

地域活性化戦略の変化

近年、地域活性化のやり方に大きな変化が見られる。これまでは、地域の
差異にかかわらず、どの地域も観光、ICT（情報通信技術：Information and
Communication Technology）、バイオなど、その時代の流行を追った手段に
乗って地域の活性化を図ろうとしてきた。つまり、ここには地域活性化に関す
る画一化現象が見られる。そして、このような地域活性化の方法には、戦略的
視点が全く見られなかったということがいえる。このような意味で、地域活性
化戦略不毛の時代であった。
近年の地域活性化の方法の変化として指摘できるのは、いくつかの地域にお
いて、地域の資源に立脚した地域振興が行われるようになってきたことであ
る。このような地域においては、意識的か否かを問わず、戦略的視点に基づい
た地域活性化の方法を見ることができる。
経営戦略の議論のなかに、
「資源ベースのアプローチ」という考え方がある。
この考え方の特徴は、企業独自の資源をベースに経営戦略を形成するというこ
とにある。つまり、企業独自の資源や能力を有効に活用した経営戦略を形成す
ることにより、他の企業には困難な独自の顧客価値を創造することができ、競
争優位性を構築できるというものである。このような考え方を地域活性化に適
用するならば、地域活性化政策を考えるに当たっては何よりも各地域の独自の
資源とは何かを明確にし、そのような資源を有効に活用した地域独自の活性化
戦略を策定することが肝要であるということになる。
このような事例としては、古くは北海道池田町のワイン事業（自治体がワイ
ン事業を創造した最初の事例で、その後富良野市などいくつかの自治体のワイ
ン事業創造のモデルとなった）を挙げることができるが、最近の事例としては、
本誌で紹介された京丹後市の「知的資産経営報告書」のケースは、このような
企業における経営戦略を地域活性化戦略に適用した好例の１つである（Vol.4,
No.10, 2008, p.28-29）。

金井

一賴

（かない・かずより）
大阪大学大学院経済学研究科
教授

科学的「知」による地域資源の再生

上記のような地域資源を活用した地域活性化戦略において、最近、科学的
「知」、特に大学の「知」を結び付けることによって地域イノベーションを創出
し、独自の地域振興に取り組んでいるケースを観察することができる。例え
ば、本誌でも紹介された、長野県の革新的デバイスの商品化、高知県のスラ
リーアイス製造装置、三重県の英虞湾環境再生などの事例は、こうした地域資
源と大学などの「知」が有効に結び付いて地域イノベーションを創出し、地域
活性化に向けて進展している好例である（Vol.4, No.6, 2008）。
http://sangakukan.jp/journal/
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ここでは、別のケースを紹介し、その中から地域資源と大学の「知」を融合
した地域活性化戦略の意義と課題を検討することにしよう。山梨県はわが国の
ブドウやワインの生産地として有名であり、同県の重要な地域産業ともなって
いる。同県は最近、ワイン産業のグローバル化を図るべく、山梨大学、カリ
フォルニア大学デイビス校、ボルドー大学と連携し、人材育成に取り組むとと
もに山梨ワインブランドの確立による地域活性化戦略に取り組んでいる。
ここでのポイントは、①地域産業と地域資源を活用した活性化戦略である、
②地域の大学のみならず地域を超えた適切な大学とのグローバルなアライアン
スを組み込んでいる、③自治体、産業団体、NPO などとの多角的連携を考慮
している、ことが挙げられる。
このような地域活性化戦略が首尾良く進展していくか否かは、アライアンス
がうまく機能するかどうかにかかっている。基本的な使命と行動原理が異なる
産学官３者の緊密な相互作用を図ることを通じてイノベーションを創出し、地
域の発展に結び付けていくことは必ずしも容易なことでなく、少数のケースを
除けば期待された成果を上げているとは言い難い状況である。特に、わが国の
ように「産」との密接な関係を長期間にわたってタブー視されてきた「学」が、
「産」との間にある大きく、深い溝を埋め、ダイナミックな相互作用を可能と
するような緊密な連携を構築するためには、多くの試みと仕組みが必要である
ように思われる。

産学官の連携による地域活性化戦略の要諦

産学官の連携による「知」の融合を通じて地域イノベーションを創出してい
くための基本的メッセージは、適切な「場」の設定と運営および場の相互作用
によって生まれる信頼が鍵を握っているということである。
「場」の形成と運営にとって重要な要因は、適切なアジェンダやテーマの設定
ができるか否かと、アジェンダの実現にふさわしい適切なメンバーが「場」に
加わっているかどうかが鍵となる。基本的に目的も行動原則も異なる多様な主
体（企業、大学、官庁、顧客）を連結する魅力的なテーマを創造できるかどう
かが、有効なコラボレーションの場を形成できるか否かを大きく左右する。つ
まり、大学、企業、官庁等との潜在的なネットワークを顕在化させ、新たな事
業価値を創造するためには、多様な組織が持っている能力を引き出し、それら
を統合する共通のテーマの提示が場づくりの必要不可欠の条件となる。そし
て、この共通のテーマが多様な主体にとって活動を貢献するのに値する魅力的
なテーマであればあるほど、多様な主体は共通の場に強く誘引され、それだけ
場へのコミットメントが高くなる可能性がある。このような場が形成されるこ
とこそが、多様な組織が相互作用できるための必要な条件なのである。
次に必要な場づくりのポイントは、有能な参加者の確保である。ここで「有
能な」という意味は、単にテーマに「貢献できる能力」を持っていることだけで
なく、テーマに「貢献したい意欲」を持っていることを含んでいることに注意
することが重要である。
そして、
「場」を通じての相互作用によってメンバー間での信頼感が生まれ、
社会関係資本が形成されていくためには、参加者に「気付き」と「勇気」を与え
るリーダーシップの存在が重要である。形成された「場」を有効なものとし、
そこに全体的な信頼感を醸成する上でリーダーシップは必須の要件である。構
造に多くを依存できないネットワークや「場」の凝集性を高め、参加者のコミッ
トメントを継続的に引き出す上で「場」に対する信頼は重要であり、その鍵を
握っているのがリーダーシップなのである。このようなリーダーシップによっ
て、産学官連携が形だけのものから地域イノベーションを創造することができ
る情報共有と知識創造の「場」へと進化していくことができるのである。
http://sangakukan.jp/journal/
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一極集中を打ち破れ

「愛」と「技術」が地域を救う

札幌・イーベックの衝撃
バイオベンチャー初の大型ライセンスはこうして生まれた

北海道大学発のバイオベンチャー企業、株式会社イーベック
（本社：札幌市）がドイツの大
手製薬企業と完全ヒト抗体の開発・製品化でライセンス契約を締結した。前払い金および
マイルストーンペイメントは総額 5,500 万ユーロ
（発表当時、約 88 億円）。わが国バイオベ
ンチャー初の大型シーズアウトは、なぜ札幌から生まれたのか。

「北大発のベンチャーがドイツの製薬大手と高額ライセンス契約」
「日の丸バイ
オベンチャー初の海外への大型シーズアウト」――札幌に本社を置くバイオベ
ンチャー企業、株式会社イーベックとドイツの製薬大手ベーリンガーインゲル
ハイムが両社のライセンス契約締結を発表した 2008 年 10 月２日、ベンチャー
やバイオ・製薬関係者に衝撃が走った。
ベーリンガーインゲルハイムは、イーベックが開発した治療用完全ヒト抗体
プログラムの１つについて全世界での開発および商業化の独占権
を取得。イーベックは 5,500 万ユーロ（発表当時、約 88 億円）に及
ぶ前払い金および開発ステージに応じたマイルストーンペイメン
トを受け取るほか、発売後は販売実績に応じたロイヤルティを得
る――これが同契約の骨子だ。
10 月８日には、直前に迫っていた同業界最大のイベント「バイ
オジャパン」
（10 月 15 ～ 17 日、財団法人バイオインダストリー協
会、日本製薬工業協会など７団体で構成する組織委員会主催）にお

イーベック抗体の特徴
完全ヒト抗体
・IgG、IgM いずれの抗体も作製可能
・ヒト化プロセスが不要

高アフィニティー（Kd 値：〜10-12 M）
・ヒト体内でナチュラルに免疫された B リンパ
球を抗体ソースとして使用

いて、イーベックのトップがその成功の鍵について緊急講演を行

独自の技術で作製

うことが決まった。
「われわれこそが ･･･」と考えていた関西のバイ

・蓄積された豊富なノウハウ
・欧米の特許ライセンスが不要

オビジネス関係者のショックはとりわけ大きかった。

わが国バイオベンチャー企業初の大型ライセンス契約は、なぜ札幌発なの
か。その背景を探った。
【ベーリンガーインゲルハイム】
世界トップ 20 の製薬企業の１つ。ドイツのインゲルハイムが本拠地。2007 年
度の売上高はおよそ 110 億ユーロ（約１兆 7,700 億円）。

【株式会社イーベック】
北海道大学発のバイオベンチャー企業。高田賢蔵氏（北海道大学遺伝子病制御
研究所教授）が蓄積してきた EB ウイルス研究の成果を基に設立した。EB ウイルス
の変換方法を用いた、幅広い治療領域（腫瘍、感染症、炎症性疾患）のヒトモノク
ローナル抗体開発を専門としている。
・本社：札幌市中央区大通西５丁目８番地 昭和ビル３階
・設立：2003 年１月
・資本金：２億 2,159 万円
・代表取締役会長：高田賢蔵氏
・代表取締役社長：土井尚人氏
http://sangakukan.jp/journal/
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「高田教授の技術が信じるに値する」

イーベックの代表取締役社長の土井尚人氏に 11 月半ば、札幌市豊平区にあ

る同社のラボ（独立行政法人産業技術総合研究所北海道センター内）でお目に
かかった。42 歳。エネルギッシュで早口。話の内容は簡潔かつ論理的。それ
でいて威圧的でなく、暖かい。
「高田教授の技術が信じる
に値すべきだったこと、成功したときの従業員とお客さま
（製薬会社と患者さん）の笑顔が想像できたので、このビジ
ネスは成功すると思っていた」。
土井氏は同社専業の社長ではない。
「本業」は、ビジネス・
インキュベーション、経営人材育成、経営コンサルティン
グを行う株式会社ヒューマン・キャピタル・マネジメント
株式会社イーベック
代表取締役社長
土井 尚人 氏

（HCM、本社・札幌市中央区）の社長。インキュベーショ
ン施設（インキュベータ）は自治体などが手掛けるものが
大半で、民営は珍しい。

HCM を設立してからの６年間でかかわったベンチャー企業は 100 社を超え、
イーベックもそのなかの１社だ。土井氏は 2006 年に日本新事業支援機関協議
会（JANBO）のビジネス・インキュベーション大賞を受賞している。ベンチャー
企業経営のプロ中のプロといっていい。

「捨てる」戦略と「提携」モデル

土井氏のベンチャー経営論のポイントの１つは自社が得意としている分野に

集中すること。技術のシーズが医薬品になるまでには多くの工程を経る必要が
あるが、新規性を求めて工程を１つずつ上がって行く方法はとらない。
「勝て
る土俵に特化する」、裏返すと「徹底的に捨てる戦略」である。
従って、初めからパートナー（大製薬企業）と組むことを想定した「アライア
ンス（提携）モデル」のビジネスを追求している。同氏は「インテルモデル」と
も言っている *1。
インテルは米国に本社のある世界最大の半導体メーカー。パソコンの CPU
（中央演算処理装置）分野では圧倒的なシェアを握っている。
「Intel Inside（イン

*1： 土 井 氏 は こ の ほ か ベ ン
チャー企業経営を成功させるた
めに次の３項目も指摘している。
①最初に収益モデルをしっかり
立てる②地域の強みを生かす③
成功のイメージをつくる。

テル入ってる）」のロゴ・宣伝コピーが有名だが、文字通り、同社製のチップ類
は世界中の多くのパソコンに装備されている。米国のビジネス
スクールなどでは「インテル・インサイド・マーケティングプロ
グラム」が企業経営戦略の成功事例として取り上げられている。
自社の得意とする部分に集中する――言うは易しいが、行う
は難しだ。純粋な研究者や大手企業出身者などが経営陣に入っ
ていると、新規性を求めて工程をステップアップしがちだ。要
するに「捨てる」ことができないのである。イーベックの場合、
「捨てる」戦略を徹底するため土井氏が社長に就任した。
今回のベーリンガーインゲルハイムとの契約に結び付くきっ
かけとなったのは、2005 年７月、米国フィラデルフィアで開催
された「BIO2005」という大きな商談会（世界中からバイオ先端
技術を持つ大手、ベンチャーが集まる世界最大のバイオイベン
ト）に出展したこと。ここで、世界の大手製薬企業と話をし、自
社の強みと課題がよくわかった。これを契機に「インテルモデ クリーンベンチを用いて、細胞の植次ぎ、希釈、
培地交換などを行う。
ル」経営、
「捨てる」戦略をより徹底した。
http://sangakukan.jp/journal/
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「瀬戸教授の理論が私たちを動かした」

実は土井氏は神戸っ子だ。98 年に、10 年間勤めた大手信託銀行を辞め、銀

行の初任地だった札幌のコンサルタント会社に勤務しながら、小樽商科大学の
社会人大学院で学んだ。瀬戸篤教授の指導を受けた。
その間、同大・ビジネス創造センターの学外協力スタッフとして、ボラン
ティアでベンチャー企業立ち上げを支援した。
「大学のシーズを利用したベン
チャーは面白い」と思うようになり、2002 年７月の HCM 設立につながった。
「瀬戸先生は、北海道の経済の現状、将来を数字で説明し、発展するには新し
い産業を興すしかないと説かれた。人が資本で、会社が栄えることが社会の繁
栄につながる、雇用と納税の機会をつくらないと地域は発展しないという考え
である。アントレプレナー論などで有名な先生だが、一経済学者としての先生
の理論が私たちを動かした」と土井氏は語る。
「私たちを動かした」というのは
HCM 設立のこと。土井氏を含め５人の同社設立メンバーのうち４人が瀬戸ゼミ
出身者である。言うまでもなく、
「理論」に加えて北海道への熱い思いもある。

背景に道経済の将来への危機感

北海道内で道経済の先行きへの危機感が台頭したのは 1990 年代の半ば。北

海道大学北キャンパスを舞台に、大学、自治体、経済界、産学連携支援機関が
新製品開発、新産業創出の拠点整備に乗り出したのもこうした危機感からだ。
「（先端技術を使い産学連携で産業を活性化させた）フィンランドのオウルに学
べ」が合い言葉だった。
「次代を担う新しい産業を、先端技術をてこにつくり出
したい」という関係者の気分の高揚は 2003 年から 2004 年まで続いた。そうし
た機運を盛り上げたキーパーソンの１人が瀬戸教授であった。
その意味では、イーベックの今回の成功は、90 年代半ばから 10 年弱続いた
北海道におけるベンチャーブーム――第３次ともいわれる全国的なベンチャー
ブームと軌を一にしたものだが――の１つの成果といえるのかもしれない。

問われる北海道のイノベーション力

しかし、北海道の “イノベーション力” が高まっているとは必ずしもいえない

だろう。北大北キャンパスの「北大リサーチ＆ビジネスパーク」にしても、真
価が問われるのはこれからだ。
「政策と産学が一体となり、システマチックに
やっていかないとベンチャーの成功はない」
「成果の出る産学連携を推進する
必要がある」と産学官の関係者は口をそろえる。
「北大リサーチ＆ビジネスパー
ク」にある各機関の十指に余る立派な施設が、将来、壮大なる “箱物施策の遺
産” となる可能性はゼロではない。
「働く場をつくり出し、企業が利益を上げて納税することが地域の発展にな
る」。繰り返しになるが、土井氏が瀬戸教授から学んだことだ。
だが、土井氏は気になることを言う。
「イーベックの大型ライセンス契約を
多くの北海道の仲間が喜んでくれたが、その一方で、それ以降北海道でのビジ
ネスがやりにくくなった面もある」。笑えない話だが、
「金儲けをしている」と
いう非難からひがみまであるのだろう。現実は裏切るのだ。
土井氏の会社 HCM は、要請を受けて近く関西に支店を出す。同社のベン
チャー企業経営のノウハウは北海道だけにとどまるものではない。当然である。
バイオベンチャーの世界でも、これから関西勢の反撃が始まりそうである。
イーベックの衝撃は、北海道の産学官のイノベーション力を考えるきっかけ
になったといえるだろう。
http://sangakukan.jp/journal/
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一極集中を打ち破れ

「愛」と「技術」が地域を救う

京都のベンチャー精神は
輝き続けるか
京都には個性の光る機械、電気、精密機器などの企業が多い。多くは研究開発型で、高
い収益力を誇る。歴史をさかのぼると、明治時代の初め、京都の人々が取り組んだ「教
育」と「科学技術による地域経済振興」にたどりつく。以来、そうした地域の力が多くの
ベンチャー企業を生み、その幾つかは世界企業に飛躍した。旺盛なベンチャー精神は今
も輝き続けているのか？

京都の駅ビルで見つけた「京都 NOW」vol. ２（2008 年 11 月、京都府広報
課発行）という冊子に「全国で１位なんでもランキング」が載っている。京
都府の製造品（工業）出荷額（2006 年）の一部を紹介すると、分析装置（光
を除く）701 億円、材料試験機 94 億円、公害計測器 297 億円、理化学機械
器具 288 億円、鉛蓄電池 253 億円――といった具合だ（表１）。

京都府の
「製造品出荷額 全国で１位」
乳飲料、乳酸菌飲料
本絹紋織等
ちりめん類
帯地等

島津製作所、堀場製作所、あるいはジーエス・ユアサコーポレーショ

283 億円
43 億円
57 億円
119 億円

既製和服・帯

45 億円

ン（前身は島津製作所から分離独立した日本電池）などの製品である。こ

おう版印刷物
（グラビア印刷物）

761 億円

れらの企業に限らず、京都市とその周辺には京セラ、オムロン、村田製作

製版機械
（活字鋳造機を含む）

287 億円

所、日本電産、ローム、村田機械、日新電機など個性の光る企業がたくさ
んある。多くは研究開発型企業として知られる。高い収益力もこの地域の
企業の特徴で、2008 年３月期の営業利益率（連結）は村田製作所が 18.3％、
ロームが 18％と驚異的だ。今を時めく任天堂もあるが、ここでは機械、電
気、精密機器業界を中心に京都のベンチャー精神の在りか、イノベーショ
ンを生み出す地域の力を概観してみたい。

外装・荷造機械

125 億円

鉛蓄電池

253 億円

分析装置
（光分析装置を除く）

701 億円

材料試験機

94 億円

公害計測器

297 億円

理化学機械器具

288 億円

※出荷額は平成 18 年。
「京都 NOW」vol.2
（京都府広報課）から

情報を共有し選択と集中

表１

1875（明治８）年創業の島津製作所は、京都の企業群のなかでも「京都

全国で１位なんでも
ランキング

らしさ」を代表する企業だろう。同社については多くの説明を必要としな
いが、同社単体の社員約 3,200 人の３分の１が研究開発に従事し、営業サ
ポート等を含めると技術者がおよそ半分を占める。
「事業計画にのっとって、従来にも増して研究を効率的、計画的に進め
られるようになった」と吉田多見男取締役技術研究担当は自信をのぞかせ
る。数年前から、研究開発陣がつくった自社の製品・技術ロードマップ（毎
年更新）により全社で情報を共有。複数の事業部に共通する課題はみんな
で考えるなど選択と集中が可能になるとともに、進捗状況も把握しやすく
なった（図１）。
京都の企業について吉田氏は次のような特徴を挙げる。
・ ベンチャー企業だから他人のやらないことにこだわるチャレンジ精神
がある。
http://sangakukan.jp/journal/
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・ 伝統的文化や歴史を重んじ、東京への
事業戦略に基づいた研究開発（技術）戦略

負けん気もある。
・ 各社ともコアの技術を深く掘り下げる

事業戦略

とともに、事業をその周辺分野に広げ
ている。
・ 大手企業は分野が異なりすみ分けがで

製造戦略

きており、自分の役割を認識している。
ベンチャー時代はお互いに助け合っ

研究開発（技術）戦略
重要コア技術の涵養

オンリーワン製品の開発

営業戦略

製品ロードマップ

知財戦略

た。

技術ロードマップ
共同研究・開発

・ 町が適当な大きさであり、大学や優秀

国家プロジェクト

国研

な学生が多いので大学との連携も盛ん

アライアンス

ベンチャー

企業

企業

大学

だった。
同社は仏金具製造技術を活用した理化

図１

島津製作所の事業戦略に基づいた研究開発（技術）戦略

学機器製造のベンチャー企業としてスタートしたが、1896（明治 29）年に
は２代目島津源蔵がＸ線写真撮影に成功（写真１）
。それはレントゲン博士
の発見の 10 カ月後であった。こうしたコア技術を深掘りし、百数十年にわ

写真１ 1896（明治 29）年に２代目島津源蔵がＸ
線写真の撮影に成功した（左）。国産初の医療用Ｘ
線装置は 1908（明治 42）年に千葉の陸軍病院に納
入した（右）。
（島津製作所提供）

たって業界のトップを走るというのは並大抵のことではない。一方で、最
近は多分野にまたがる融合分野のテーマも増えているので「学」
「官」との連
携も多くなっている。

企業城下町でないことが幸いした
少なからぬ京都のベンチャー企業が世界企業に成長していることについ
て、半導体製造装置メーカー、サムコの辻理代表取締役社長は「企業城下
町でなかったことが幸いした」とみる。
同社は辻氏が 1979 年にビルのガレージからスタートしたベンチャー企
業である。京都大学で有機物の微量分析を研究し、NASA（米航空宇宙局）
エームス研究所の研究員となったが、帰国後、大手電機メーカーから太陽
電池用のアモルファス・シリコン薄膜形成技術の開発依頼を受けたことが
起業のきっかけだった。現在、手掛けているのはシリコン以外の半導体の
http://sangakukan.jp/journal/
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製造装置だ。本拠地の京都と英国ケンブリッジ大学、米国シリコンバレー
の 3 極の研究体制を敷いている。
なぜ、大手企業の城下町でないことが京都企業成功の要因なのか。
「地元
にユーザーがないので、外に出て行かざるをえなかった。特に海外を目指
した」からだ。同社の第１号の製品である CVD（化学気相成長）装置の最初
のユーザーは米国の石油会社だった。
「ベンチャー企業の新製品を日本の企
業はなかなか買ってくれない。必ず『納入実績はありますか』と聞いてくる。
京セラも日本電産も最初のお客さんは米国の企業だ」。
辻氏は経済学者のＭ・ポーターの「ダイヤモンド・モデル」を使い次のよ
うに説く。ポーターは、企業や産業に競争の優位をもたらすものとして４
つの要因――「企業の戦略（人材）」
「産業支援（金融など）」
「需要条件（顧客）」
「生産の要素・資源（インフラ・大学）」――を提示しているが、辻氏は京都
にはこのうち「需要条件」がないという。そして、この産業立地の形を「京
都モデル」と名付けている。ポーターのダイヤモンド形の上の１角がない
ので「チューリップ・モデル」とも呼んでいる（図２）。

産業立地におけるダイヤモンド・モデルと京都モデル
？
需要条件
（顧客）

要素・資源
（インフラ・大学）

需要条件
（顧客）

産業支援
（金融・VC）

要素・資源
（インフラ・大学）

産業支援
（金融・VC）

企業戦略
（人材）

企業戦略
（人材）

ダイヤモンド・モデル

チューリップ・モデル

［M・ポーター,『競争戦略』P83,1999（ダイヤモンド社）］

［京都モデル］

サムコ 代表取締役社長 辻 理

図２ 「ダイヤモンド・モデル」と「チューリップ・モデル」

優れたマーケティング戦略と技術経営
言うまでもなく、機械、電気、精密機器関連の京都企業の多くが手掛け
るのは消費財ではなく、生産財である。しかもそれぞれの市場がそれほど
大きくなく、大手電機会社などがあまりやりたがらない分野である。
サムコは、巨大な市場のシリコンの半導体ではなく、化合物半導体をつ
くるための製造装置メーカーであることは既に述べたが、ロームの場合も、
半導体の花形製品の DRAM（記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出し
メモリー）などではなく、特注 LSI（高密度集積回路）のトップ企業である。
こうした製品では、プロダクト技術ではなく、開発技術が重要になる。
そうした技術が複雑化、高度化すればするほど実は特許などには記されて
いないノウハウがものをいう。最先端技術の製品であればなおさらだ。研
究開発型といわれている企業でも、熟練技術者に依存している技術、部品、
http://sangakukan.jp/journal/
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工程が少なくないはずだ。
京都の企業の多くは研究開発重視と、ややあいまいな表現を用いてきた
が、高い技術がストレートに生産性向上、そして高収益に結び付くわけで
はない。京都の企業の場合、どの分野で起業するか、何を手掛けるかとい
うマーケティング戦略が秀逸で、技術経営に優れた経営者が多いというこ
とだろう。
京都の老舗の菓子店は、朝つくった品物を売り切ると昼前でものれんを
下ろしてしまう。このように適度の品薄感を演出することでブランド力を
維持し、店を細く長く維持させる伝統的なマーケティング力と通じるもの
を感じる。

町衆が私財を投じ小学校
明治維新で東京遷都となった時、京都の人々は何をしたか。現在の言葉
で言うと、教育と科学技術による産業振興だ。1869（明治 2）年、町衆が私
財を投じて、上京、下京の番組（学区）ごとに小学校を創
設した。この番組小学校は全部で 64。国が学制を定め
る３年前のことである *1。
「東京に負けないぞ」という反
骨精神を教育に向けたのだ。また、舎密局（せいみきょ
く）を大阪から招致し、1870（明治３）年 12 月に木屋町
二条界隈にその仮局が開局している（写真２）。
舎密局とはオランダ語の化学（シェミー：chemie）を
漢字に当てはめたもので、①伝習生（学生）への新しい理
化学の教育 ②レモンシロップ、陶磁器、ガラスなどの

写真２

1870（明治３）年 12 月に舎密局（仮局）が開局

（島津製作所提供）

製造 ③印刷、写真術の研究実験 ④せっけん、氷砂糖などの製造――を行っ
た。1871（明治 4）年に殖産興業の推進本部である勧業場が創設され、翌

*1：参照元

京都市情報館

1872（明治 5）年から 73（明治６）年にかけて舎密局を拡張し、本局と分局
２棟を建設した。開局 5 年間で学んだ学生は 3,000 人に達する。島津製作
所を創業した初代島津源蔵もその 1 人だった（吉田・島津製作所取締役）。
元奈良先端科学技術大学院大学教授で、現在、京都環境ナノクラスター
広域化プログラム・オフィサーの今田哲氏は「地域にこだわる反骨精神と
科学への尊敬の念が産と学の垣根を無くし、その機運が京都の産業を引っ
張ってきた」と語る。

ベンチャーを生み出す都市
1945 年には堀場製作所、1954 年にはロームが生まれ、鹿児島県出身の
稲盛和夫氏は 1959 年に京セラを創業、大阪で創業した立石一真氏（熊本県
出身）が戦災に遭って 1945 年に京都に移りオムロンを発展させるなど、京
都はベンチャーを生み出す都市である。これらの企業が高度経済成長期に
地域経済をけん引した。
「売り上げの大きさも含めて世界に知れ渡る企業は 1973 年設立の日本電
産が最後かもしれないが、その後も京都からは数多くのベンチャーが生ま
れ上場も果たしている」と財団法人京都高度技術研究所の白須正専務理事・
http://sangakukan.jp/journal/
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事務局長は言う。
近年も、上場は、TOWA（1979 年設立）、ユーシン精機（1971 年設立）
が 1996 年、ファルコバイオシステムズ（1962 年創業）が 1997 年、トーセ
（1979 年設立）が 1999 年で、これらは既に一定の知名度がある。さらに、
2001 年のサムコ（1979 年設立）やフェイス（1992 年設立）、2004 年のシー
シーエス（1993 年設立）、2005 年のオプテックス・エフエー（2002 年設
立）などが続く。

地域の文化的価値を見つめ、実践する
とはいえ、こうしてベンチャーの歴史を追い、産業界、大学の研究者を
見渡すと、やはり問い直さざるをえない。ベンチャー精神は輝き続けてい
るのか、ベンチャー企業を生み、育て、世界企業に飛躍させる地域の力を
維持しているのかと。
京都だけの問題ではないが、東京一極がここまで進んだ現在、地域の独
自色を武器にイノベーション力を発揮し続けられるのだろうか――こうし
た危機感が産学官各界の深層で徐々に膨らんでいるようにも感じられる。
「もし、中央集権に巻き込まれるようなことになると京都のパワーが無く
なってしまう」と今田氏はいう。
元オムロン副社長で、現在、財団法人京都高度技術研究所産学連携事業
本部長である市原達朗氏は次のように語っている。
「イノベーションが起こりにくいのはシーズとニーズのマッチングが弱い
からではない。田に植えた苗を育てようという機運が盛り上がっていない
ことによる。京都は大阪ほど東京志向ではないが、それでも、もう１度地
域の文化的価値観を見つめ、それを実践していくことが産業振興にもつな
がるだろう。産学官の連携を進めるために、特にお互いのバーチャルな信
頼関係を築くために、行政機関の指導、音頭取りが重要だ」。
（登坂 和洋：本誌編集長）

http://sangakukan.jp/journal/
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一極集中を打ち破れ

「愛」と「技術」が地域を救う

内発型産業振興に挑戦する花巻市

共著

インキュベータの先駆けとして全国をリードしてきた花巻市起業化支援センターは、平
成８年の設立から 12 年余りが経過した。これまでの入退所企業は 40 数社。
「投資利益
率」をはじいてみると、平成 21 年が分岐点で、総コスト（同施設の建設費と毎年の維持
費の合計）と入退所企業からの税収（開設以来の合計）がほぼ並ぶ。22 年度以降は税収
の合計が総コストを上回る。

はじめに

平成８年６月に開所した花巻市起業化支援センターは、新規創業支援、

産学官連携支援などを中心とした内発型振興の拠点施設、すなわち、イン
キュベータの先駆けとして、全国をリードしてきた。昨今、産学官連携支
援の具体的な成果が強く求められている。設立から 12 年経過した当セン

佐藤

利雄

（さとう・としお）
花巻市起業化支援センター
総括コーディネータ

ターのこれまでの成果を振り返り、今後の取り組みについて紹介する。

支援活動の定量評価について

開所以来の入退所企業は 40 数社を数える。入退所状況について図１に示

す。これらの企業について定量的な成果の１つとして入居中の新規雇用者
数（研究室８室、貸工場棟 22 棟）を見ると、卒業企業も含め、延べ 250 人
以上の新規雇用が創出されている。
入居卒業企業の施設使用料や売り上げから想定される税収等を試算し、
日本新事業支援機関協議会（JANBO）のインキュベーション・マネージャー
（IM）研修で活用されている成果創出概念図をもとに投資利益率（ROI）の推

佐藤

亮

（さとう・りょう）
花巻市起業化支援センター
主任コーディネータ

移を示したのが図２である。地方都市の旧花巻市（人口７万 3,000 人）が 18
億円強の建設コストと年間約 5,000 万円の維持費をかけ、徐々に人員も強
化し「内発型振興」を推進した結果、平成 21 年が成果創出分岐点となる予
定。つまりセンターから生まれた税収等の収入が運営コスト＋建設コスト
【花巻市起業化支援センター他の概要】
花巻市起業化支援センターはセンターハウスと貸工場棟で構成される（写真１）。
センターハウスには貸研究室８部屋（15 坪）のほか三次元測定器や恒温槽などを貸
し出す開放試験室を設置している。貸工場棟には 30 坪３棟、50 坪７棟、100 坪３
棟を整備している。いずれも研究開発型企業、ベンチャー企業が対象。
平成 14 年４月には花巻市ビジネスインキュベータ（以下「BI」、写真２）と花巻市
賃貸工場（以下「賃貸工場」）も開所している。BI は６つの部屋を都市型産業創業者
に開放し、賃貸工場はポストインキュベーション機能を有し、100 坪５棟、150 坪
４棟を備えている。
花巻市起業化支援センターを中心に花巻市ビジネスインキュベータ、花巻市賃
貸工場の３つの機能を有機的に連動して花巻市の企業の支援を行っている。コー
ディネータはその連携を促進している。
http://sangakukan.jp/journal/
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を合わせて総コストを上回り、財政的にプラ
スに転じることになる。
以上は直接的な効果であるが、これから述べ
るように２次的効果として、企業誘致や地域企
業の経営革新に対しても貢献しており、ビジネ
スインキュベーション施策が地域振興に寄与す
る施策であることが証明されたと考えている。

当市の企業誘致においては、経済安定期（昭
和 50 年代）やバブル経済期（昭和 60 年～平成
３年）には 30 社を超える誘致を数えたが、バ

●花巻市起業化支援センター入居状況
〈入居状況〉

■入 居 中：13 社
■卒業企業：13 社

計 47 社

〈企業性格〉

■花巻市内： 19 社（40.4％）
■岩手県内： 7 社（14.9％）
■岩手県外： 21 社（44.7％）

■ベンチャー企業： 26 社（55.3％）
■研究開発型企業： 10 社（21.3％）
■高度技術保有企業：11 社（23.4％）

〈退所企業〉

■退所企業数：34 社
■退所後展開：廃業・事業休止
7 社（20.6％）
事業継続
27 社（79.4％）

図１

ブル経済崩壊後の平成４年～ 10 年の間にはわ

入退所状況（2008.4 現在）

ずか５社に落ち込む。このような状況の下、平成８年に「内発型の産業振
興」の中核的な施設として花巻市起業化支援センターが開所し、多様性あ
る取り組みを推進してきた。その結果、平成 11 年度以降の誘致企業は 30
社を超え、再び増加に転じた。バブル経済の崩壊前後における誘致企業の
特徴が、大手メーカー等の「加工組立型工場」から研究開発テーマを持った
「中小企業」や企業の開発部門と変化が見られ、ここにおいて「内発型の産
業振興」と「企業誘致」が地域経済の振興において両輪となり得る、という
スキームが明らかになった。

研究開発型企業誘致事例

インキュベート活動に関連して研究開発型企業の誘致から育成までトー

タルな支援も行っている。その代表的な事例として東北デバイス株式会社
の支援を紹介する。
平成 13 年５月、岩手大学から企業相談があり、青森県中泊町に本社をも
つ株式会社エー・エム・エスの企画担当古川純也氏とお会いした。同氏は
新規事業の調査で岩手県、山形県などへ訪れており、ソフト関係は岩手大
花巻市起業化支援センター

（単位：千円）

定量化運営の試算
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成果創出概念図をもとに投資利益率（ROI）について
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学、白色有機 EL は山形大学の構想を模索して
いた。研究拠点をどこにすべきか迷っていた
ので、統括コーディネータが当センター入居
を勧めた。６月に当センターへの入居申請が
あり、７月には貸研究室に入居している。
その後、統括コーディネータ、主任コーディ
ネータより半導体関連の企業などを紹介し、
平成 14 年４月には、白色有機 EL の研究拠点
として花巻市賃貸工場 150 坪に入居。
その後、サンプル出荷、セミコン・ジャパ

写真１

ン出展などを経て量産化のめどが立ち、工場

花巻市起業化支援センターと花巻市賃貸工場

建設に動きだした。統括コーディネータも花巻での工場
建設を要望したが、
「スタート時は青森での雇用に貢献し
たい」との熱い思いから、花巻に現地法人として平成 17
年３月に東北デバイスを設立し、青森県六ヶ所村に東北
デバイス青森工場を平成 18 年４月に竣工した。現在、海
外も含めたユーザーへ出荷しており、ここ数年で株式公
開も目指している。

まとめ

筆者らは10年以上コーディネート業務を行っているが、

地域産業振興は１、２年では何ともならない。１つの新

写真２

花巻市ビジネスインキュベータ

商品を市場投入するまでは数年かかるし、新商品のニーズがその地域に無
いとすると新たな市場開拓を行わないといけない。筆者らの経験から新商
品開発にかかる経費の３倍から４倍の経費が市場開発にかかる。つまり、
物ができてもその物が商品として市場に投入されるまでは、さらに経費が
かかることを理解しておかないといけない。
では、新市場はどこにあるのか。
この情報を取り込むためには、他
地域ごとの情報収集ができない
と い け な い。 筆 者 ら は 幸 運 に も
JANBO の IM 研修生とのつながりか
ら、ほぼ全国とのネットワークが
構築されている。コーディネート
活動は地域での産学官連携も重要
であるが、その成果を発信するた
めにも、全国のネットワーク構築
が不可欠と感じている。

●花巻市の工業
近代工業は昭和 20 年に大手通信機メーカ「新興製作所」が東京都蒲田から工

場疎開により、花巻市に立地したころから始まる。新興製作所は旧逓信省等
との安定した取引により事業を拡大し、最盛期には社員 3,000 人を抱える大

企業として地域工業会をリード。同社を頂点とする関連企業群（協力・下請け、
スピンアウト群）は広く県内に拡大し、花巻地域を中心とする基盤系製造業の
集積が大きく進展した。

昭和 50 年前後から県外資本の新たな立地が相次ぎ、多面的な集積構造へと

進化し工業団地の整備が本格的になる。工業団地にはリコー光学株式会社（昭

和 49 年）、松下通信工業株式会社（昭和 59 年）などが誘致され、産業政策は企
業誘致にシフトされていく。

平成に入り、地域企業と誘致企業との乖離（かいり）
（経営感覚、技術力等）

が顕著になり、企業誘致だけの施策に新たな振興策を盛り込む必要があると

地元工業クラブなどからの提言を受け、誘致企業施策と新規創業支援、産学
官連携支援などを中心とした内発型振興を定義し、その内発型振興策の活動
拠点として、平成８年６月花巻市起業化支援センターを開所した（出典：花巻
市の工業振興施策

http://sangakukan.jp/journal/
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一極集中を打ち破れ

「愛」と「技術」が地域を救う

「Rubyの松江」を世界に
根付くか地方のＩＴ文化

島根県松江市では行政、大学、ＩＴ業界が連携して、コンピューターのプログラミング
言語 Ruby（ルビー）によるまちづくり、産業振興に取り組んでいる。Ruby を開発した
「まつもとゆきひろ氏」が同市を拠点にしていることや、この分野で最大手のＩＴ企業の
本社があることなどが背景だ。東京一極を打ち破り、地方に独自のＩＴ文化を根付かせ
ようとする活動だ。

「プログラミング言語 Ruby（ルビー）の開発者『Matz（マッツ）』といえば、
世界的に有名なエンジニアだ」
「２月は米オレゴン州、４月はデンマークの
コペンハーゲン、９月は米テキサス州。今年になって招かれる講演会はど
こでも基調講演という主役扱いだ」
週刊誌「AERA」08 年 10 月 13 日号は「現代の肖像」シリーズで Matz こと
「まつもとゆきひろ氏」を取り上げ、なぜプログラミング言語を自作しよう
と考えたのか、なぜ Ruby のユーザーが増え発展しているかについて同氏
の人間像から迫っている。
プログラミング言語とは、開発者専用のソフトウエアをつくるためのソ
フトウエア。Ruby は、ソフトウエアの設計図となるソースコードを誰でも
自由に使えるように無償で公開するオープンソース・ソフトウエア（OSS）
である *1。
日本経済新聞は「他の言語の十分の一程度の行数で同じ内容のソフトが
書ける」簡潔さ、高い生産性を「Ruby の奇跡」と表現した（06 年 11 月３日、

*1：OSS の開発方式はネット上
で多くの企業、関係者の参加に
よってオープンな形で修正、改
良を加えるものだ。

連載「成長を考える」）。ＩＴ（情報技術）の「日本発で世界に広まった稀な成
功例」
（前掲 AERA）でもある。
Ruby とかオープンソースといっても一般の人にはなじみが薄いが、国内
最大のインターネット商店街を運営する楽天株式会社が Ruby の最大口ユー
ザーといえば、多少身近に感じられるだろうか。
そのまつもと氏の開発の拠点が島根県松江市である。同市にとって Ruby
は地域の強力な “資源”。２年ほど前から行政、大学、ＩＴ業界が連携して
Ruby を活かしたまちづくり、産業活性化に取り組んでいる。

松江市が Ruby により地域産業振興策

具体化の第一歩は、2006 年７月、松江市が JR 松江駅前のビルに OSS に

特化した研究、開発、交流の拠点「松江オープンソースラボ（松江市開発交
流プラザ）」を開設したこと。2007 年度に策定した市の総合計画に、Ruby
を核としてソフトウエアに関する活動を支援し地域産業の振興を図ること
を盛り込んだ。
「Ruby City MATSUE」プロジェクトである。
松江市は県都ではあるが人口は 20 万足らず。企業を誘致しようとして
http://sangakukan.jp/journal/
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も、財政規模が違う大都市には太刀打ちできない。
「地元にある資源を活用
することを考えた。いろいろな人に相談するなかで、まちづくりのなかに
産業振興の切り口を入れた」と Ruby プロジェクトの仕掛け人でもある田中
哲也松江市産業経済部参事は語る。

ＩＴ企業などの協議会が駅前の交流拠点でセミナー

「松江オープンソースラボ」オープンの２カ月後、ＩＴ企業、大学関係者ら
で組織する「しまね OSS 協議会」が発足した。県、市からも職員が個人の資
格で参加している。
それ以前から、島根大学法文学部の野田哲夫教授（同大総合情報処理セ
ンター長）の研究室等に毎週のように産学官の有志が集まり、OSS をベース
とした地域コミュニティーについて熱い議論が行われていた。06 年度初頭
に協議会設立準備を始め、市の Ruby プロジェクトと歩調を合わせるように
具体化させた。同プロジェクトの推進役である。会長はＩＴ企業の株式会
社ネットワーク応用通信研究所（松江市学園南）社長の井上浩氏、副会長は
野田教授である。当初、11 社だった法人会員は現在、31 社になっている。
この OSS 協議会が、松江オープンソースラボを拠点にして続けている活
動が「MATSUE」を世界に発信し、企業を松江に呼び込んでいる。
協議会の活動の中心は、県内外からオープンソースにかかわる経営者、
開発者、行政担当者などを招いたセミナー（「オープンソースサロン（写真
１）」と呼んでいる）。月に１、２回開催しており、これまでに 34 回開催し
ている（注：34 回目は 11 月 21 日開催）。
「運営の経費は会員の会費だけ。年間 70 万円で、十分な謝礼を差し上げら
れないが」と、同協議会の事務局長を務める島根大学産学連携センターの
丹生晃隆産学連携マネージャーは語るが、半ばボランティアで講師たちが
全国から来てくれるのも「Ruby の松江」に引かれてのことだろう。
このほか、同協議会は情報交流会（写真２）、技術交流会、米国 OSS 事情
視察ツアーなども行っている。

大学が「情報と地域」の講座

OSS はネット上のコミュニティーで開発を進め

ていくもので、組織的な責任体制はない。しかし
「Ruby のユーザーを広げたい時に、ばらばらに動
いていたのでは困る。標準的な仕様が求められて
いる。特に、ビジネスに使っている大手ユーザー
からそうした安定化への要求が強くなっていて、
大学は研究開発面でバックアップしている」と野田
教授。
同大学では 07 年度前期に「情報と地域―オープ
ンソースと地域振興」を開講。OSS にかかわる研究
者、企業家らを招いてのリレー講義である。同年
度後期は松江市から 100 万円の助成を受け Ruby プ
http://sangakukan.jp/journal/
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ログラミングを学ぶ講座を行った。今年度前期は
財団法人電気通信普及財団の援助でやはり「情報と
地域」、後期は前年に引き続き市の支援で Ruby プ
ログラミング講座を開いている。
島根県も情報産業振興に力を入れている。06 年
度に 1,092 人だったソフト系ＩＴ産業の従業者数
を 2011 年度に 1,600 人にまで増やすのが目標だ。
「ＩＴ人材育成」
「実践型 OSS 開発人材育成」など広
範囲な施策を展開している。今年度、人材育成で
は Ruby 関連の２～３日にわたる講座を８回、さら
に学生向けの夏合宿も実施した。また、ＩＴ企業

写真２

情報交流会の様子

で構成するしまねソフト産業ビジネス研究会と連携して首都圏への販路拡
大・業務獲得に注力している。

動き出した Ruby ビジネス

産業界の動向を見よう。中心はしまね OSS 協議会会長井上氏が社長を務

めるネットワーク応用通信研究所である。Ruby 開発者のまつもと氏も同
社のフェロー（特別研究員）。同社は OSS の代表格である Linux の国内最初
のポータルサイト（http://www.linux.or.jp）の保守運用を当時同社の役員で
あった生越昌己氏とともに行っていた。
Ruby の普及に弾みがつくきっかけはデンマークの技術者がウェブアプリ
ケーション開発フレームワーク「Ruby on Rails」をつくり公開したことだっ
た。Ruby という言語でソフト、システムを開発するときに利用できるツー
ルだ。日本におけるその第一人者の前田修吾氏も同社に在籍している。
OSS の Ruby は誰でも自由に使えるが、どうビジネスにつながるのか。楽
天が 07 年春、Ruby を採用したとき、ネットワーク応用通信研究所が全面
支援している。同社には楽天からトレーニングプログラムの受講料収入が
あり、また、Ruby でソフト構築ができる開発環境を楽天に販売した。その
後、両社で新たなシステムの共同開発を進めている。
技術、ノウハウの高さ、先行の強みがある。井上社長は「ＩＴ企業や大手
ユーザーが Ruby で何かをしようとし
たら、必ず当社に相談してもらえる」
と自信をのぞかせる。既に同社の年
間約５億円の売り上げのうち、Ruby
に関する開発（コンサルティング、サ
ポートなど）が 30%、Ruby に関する教
育が 10% を占める。
当面の課題は Ruby をプログラミン
グ言語として標準化させること。
「標
準化のうえに実装されていれば仕様書
にも書くことが可能で、政府調達にも
対応できる」
「全国で Ruby のビジネス
http://sangakukan.jp/journal/

まつえOSS 協議会「オープンソースサロン」08 年度に外部から招いた講師

（4 月 4 日の 23 回から 11 月 21 日の 34 回まで。カッコ内の数字は開催回。肩書きは当時）

インテル株式会社事業開発本部・木村一仁氏（23）
スマートスタイル社長・野津和也氏（24）

一橋大学社会科学研究科教授・ジョナサン・ルイス氏（25）
日経 ITPro 副編集長・高橋信頼氏（26）
楽天技術研究所代表・森正弥氏（27）

伊藤忠テクノソリューションズ執行役員・鈴木誠治氏（28）
京都ノートルダム女子大学准教授・吉田智子氏（29）

サン・マイクロシステムズ JRuby エンジニア・Charles Nutter 氏（30）
サン・マイクロシステムズチーフ・テクノロジスト・下道高志氏（30）

オープンソース・プログラマ／ Nexedi SA Senior Consultant・塩崎量彦氏（31）
上海教育ソフト発展会社社長・張永忠氏（31）

韓国延世大学経営研究所専門研究員・李尚黙氏（32）
びぎねっと社長・宮原徹氏（33）

慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構准教授・嶋津恵子氏（34）
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が広がれば、松江のこれまでの取り組みが実る」。井上社長の夢は膨らんで
いる。

ベンチャー企業創設も

起業の動きもある。大手警備会社に勤めていた前田剛氏が 08 年９月９日

に設立したファーエンドテクノロジー株式会社（松江市母衣町）だ。同氏は
07 年 10 月、Redmine というソフトウエア開発のプロジェクト管理を行う
ソフトの日本語情報サイトをつくり、維持している。Redmine はフランス
の技術者が Ruby でつくったもので、この分野では先行している。
ファーエンドテクノロジーの柱はインターネット上でのホスティング
サービス。ホスティングとは、インターネット上でサーバーの容量の一部
を貸し出すサービス。現在は Redmine のホスティングサービスを、有償へ
の切り替えを前提に試験的に無償で 60 件ほど提供している。
「当面、経営
は一般のシステム開発受託が中心となるが、松江市がオープンソースを後
押ししてくれているので環境は悪くない。全国を商圏とし、将来は自社製
品も手掛けたい」と語る。

県外から３社が立地

こうした松江の産学官の取り組みのかいがあり、08 年９月 12、13 の両

日、全国的な催し「オープンソースカンファレンス 2008」
（会場は JR 松江
駅前の松江テルサ）を誘致することができた。延べ 150 人の宿泊者がいた。
日経 BP 社のサイト「ITpro」に「オープンソース /Linux」というコンテンツ
があり、そのなかに Ruby コーナーが設けられている。ここでも松江に関
係する情報が大半だ。
このほか、次のような「成果」もある。
・ Ruby City MATSUE プロジェクトをきっかけにして、県外から３社（株
式会社スマートスタイル、バブ日立ソフト株式会社、日立ソフトウェ
アエンジニアリング株式会社）が立地。
・ 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「自治体等におけるオープン
ソースソフトウェア活用に向けての導入実証」事業に地元ＩＴ企業を中
心としたコンソーシアムの提案が採択された。高額医療費および高額
介護費の合算システムをテーマとし、Ruby の基幹業務システムにおけ
る導入に向けた実証を行った。

松江市がつくった「Ruby City
Matsue」をアピールするバッ
ジ。宝石のルビーをイメージ
させる濃い赤色である。関係
者のスーツの襟などを飾る。

Ruby の聖地・松江のブランドが浸透していることがわかる。
ＩＴ産業の東京一極集中を打破し、地方に独自のＩＴ文化を根付かせる
――。MATSUE の挑戦は奇跡を起こせるのか。
（登坂 和洋：本誌編集長）

http://sangakukan.jp/journal/
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再生医療ビジネスは始まっている

ベンチャービジネスの振興を目指したイベント「ベンチャー 2008 KANSAI」
（2008 年
11 月5、6 日）のなかで「再生医療 産業化への鼓動」というテーマのシンポジウムが行
われた。このディスカッションから、日本で唯一 ES 細胞・iPS 細胞を主事業にしてい
る株式会社リプロセルの横山周史社長と、2007 年秋、自家培養表皮について厚生労働
省から日本初の再生医療製品として製造販売承認を得た株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリングの小澤洋介社長の話を紹介する。

ベンチャービジネスの振興を目指した複合イベント「明
日の関西会議 ベンチャー 2008 KANSAI」が 2008 年 11 月
５、６の両日、大阪市北区中之島の大阪国際会議場で開か
れた。山中伸弥京都大学 iPS 細胞研究センター長・再生医
科学研究所教授、矢嶋英敏島津製作所代表取締役会長の講
演のほか、多くのシンポジウムがあった。
山中伸弥教授は「iPS 細胞は再生医療だけでなく、病気の
原因究明や薬の効果・副作用などの評価にも役立つ」と述
べた。山中氏の講演に続いて行われた「再生医療 産業化
への鼓動」と題するシンポジウムでは、小澤洋介氏（株式
会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング代表取締役
シンポジウム「再生医療
社長）、中辻憲夫氏（京都大学物質－細胞統合システム拠点
長・再生医科学研究所教授）、西川伸一氏（理化学研究所発生・再生科学総
合研究センター副センター長）、横山周史氏（株式会社リプロセル代表取締
役社長）、大串始氏（産業技術総合研究所セルエンジニアリング研究部門主
幹研究員、司会）の５人が討議した。同シンポジウムのディスカッション
から再生医療ビジネスに取り組む産業界２人の話を紹介する。
（登坂 和洋：本誌編集長）

◆ ES 細胞・iPS 細胞が主な事業

リプロセル社長
横山 周史 氏

リプロセル社長

産業化への鼓動」の模様

横山周史氏

私ども株式会社リプロセルは、京都大学物質－細胞統
合システム拠点長（再生医科学研究所教授）の中辻憲夫
先生と、東京大学医科学研究所の中内啓光教授の研究成
果を社会還元することを目的に設立したバイオ企業であ
る。日本で ES 細胞・iPS 細胞を主事業としている唯一の
会社と認識している。
本日は、私自身がこれまでに感じてきた疑問、また、
それに関する私なりの意見を述べさせていただくことで

http://sangakukan.jp/journal/
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当社の取り組みを説明させていただく。
私がリプロセルに入ったのは 2004 年。初めに感じた疑問は再生医療市
場ビジネスとは何か、また、いつ始まるかということだった。これが第一
の疑問である。
再生医療を定義すると、薬では治療できないような病気を細胞移植で治
療することだと思う。そうすると、再生医療というのはもう既に始まって
いると言っていい。
国内の移植数の推移を見ると、造血幹細胞移植、臍帯血移植、骨髄移植
と呼ばれるものは 1996 年から 2006 年のわずか 10 年の間に 2,000 件から
約 3,000 件へ、腎移植は 600 件から 1,200 件へと急増している。現在の移
植治療はドナーの協力が前提で、これが１つのボトルネックになっている。
今後、ドナーに頼らない、新しい細胞供給技術が開発されてくるであろ
うと思う。または、今までは移植の対象とならなかった脊髄損傷とかパー
キンソン病などにも、ES 細胞で神経をつくってやることによって新しい移
植治療ができるのではないか。
企業の立場で見ると、新しい種類の細胞をつくる、増殖する、供給する
ことが１つのビジネスになる。当社は臍帯血を体外で増幅する技術とか、
ES 細胞から拍動心筋細胞を作製するような研究開発をしている。
再生医療をもう少し広い目でとらえると、細胞を供給するビジネスだけ
ではなくて、いろいろな魅力のあるビジネスが存在する。
例えば、移植した後には、ほぼ間違いなく免疫抑制剤というものの投
与が必要である。この市場は現在拡大していて、日本だけでも 2005 年で
390 億円程度の市場。それに加えて、移植関連の検査も伸びると思われる。
例えば、HLA タイピング、抗 HLA 抗体検査、クロスマッチ検査などが挙げ
られる。

●研究試薬、創薬スクリーニングに広がる
２つ目の疑問は ES 細胞には、再生医療以外にビジネスチャンスはないか
ということである。結論から言うと、チャンスはいろいろあると思う。ま
ず研究試薬。これは既に市場があって、今後拡大し続けていく。その次が
創薬スクリーニングの分野で、ここ１－２年でかなり出てくる。また、そ
の次にはオーダーメイド医療というものがあると考えている。
例えば心筋梗塞の患者さまに心筋細胞を移植するということができれば、
これが１つの再生医療のビジネスモデルになる。これだけではなくて、例
えば、これらの細胞を培養するということで、培養液が必要になってくる。
これが研究試薬ビジネスになる。
もう１つ、ES 細胞から作製した拍動する心筋細胞を電極の上に載せて、
薬の毒性を測る。つまり、最終的には非常に毒性の少ない安全な薬を出す
ということにつながっていくということである。
スクリーニングビジネスは、2008 年 10 月、既にビジネスを開始してい
る。先ほどの繰り返しになるが、拍動する心筋細胞を電極の上に載せ、健
康診断で心電図測定をされるのを想像していただければいいが、そのよう
に心電図をとることができる。この細胞の上にさまざまな新薬候補化合物
を加えて、心筋に対する毒性を評価するわけである。
http://sangakukan.jp/journal/
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最後に、３つ目の疑問は、日本で本当にバイオベンチャーが成功できる
のかということだ。通常、バイオベンチャーは創業者が少しポケットマ
ネーをはたいて、あとはベンチャーキャピタルにお金を出してもらって会
社を設立するのが一般的なやり方だが、開発にかかる費用が一般的な企業
経営とはけた違いだ。
アメリカにはジェロンとアドバンスト・セル・テクノロジーという ES 細
胞の有名な２つの会社がある。2003 年から 2007 の５年間の累積でそれぞ
れ、260 億円、60 億円の研究費を使っている。
ベンチャーキャピタルの投資額を比較すると、日本はアメリカに比べ約
50 分の１の 170 億ぐらいで、乾いているというか肥沃（ひよく）でない。
会社を運営している立場から見ると非常に深刻な問題である。
ただ、いろいろなやり方でこの壁を乗り越える努力をしている。良い例
はたくさんある。例えば、われわれの方はまだこれからというところだが、
要は、１つの技術からさまざまなビジネスを早期に立ち上げ、どんどんビ
ジネスを進めていく。例えば、研究試薬や創薬スクリーニングのようなも
のを前倒してやることによって、収益を上げていく。こういうことによっ
て外部から調達する資金を最小限に抑える。これも、バイオベンチャーの
日本型モデルと感じている。

◆日本で初めてのヒト細胞・組織利用医療機器
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング社長

小澤洋介氏

私どもジャパン・ティッシュ・エンジニアリング、略
称 J-TEC（ジェイテック）は 1999 年の会社設立以来、
「再
生医療の産業化」を目指してずっとやってきた。2007
年 10 月、自家培養表皮について厚生労働省から日本初
の再生医療製品として製造販売承認を取得。日本で初め
てのヒト細胞・組織利用医療機器で、販売名を「ジェイ
ス」という。
ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社長
きょうは、この製品の承認を取得するまでに何が大変
小澤 洋介 氏
であったか、そして本当に産業化に向かうためには何が
必要かについて言及してみたい。
その前に当社の事業内容について説明したい。再生医療製品として、今
３つを扱っている。自家培養表皮のほか、自家培養軟骨と自家培養角膜上
皮である。それぞれ頭に「自家」という言葉があるように、患者さまご自身
の細胞を使い、われわれがそれを培養して大きくし、患者さまご本人に戻
すというもの。
当社もいわゆる大学発のバイオベンチャーといわれている。基礎研究を
主導した協働者は、培養表皮の場合は名古屋大学の上田実教授、米ハー
バード大学の Howard Green（ハワード・グリーン）教授、培養軟骨の場合
は広島大学の越智光夫教授、培養角膜上皮の場合はイタリアのアイバンク
というように、国内外の 20 くらいの大学や公的機関と連携している。
製造販売承認を得た自家培養表皮ジェイスは大やけどの患者さま向けだ。
http://sangakukan.jp/journal/
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適応対象は、重篤な広範囲熱傷で、深達性Ⅱ度熱傷創およびⅢ度熱傷創の合
計面積が体表面積の 30％以上の熱傷という厳しい条件で承認をいただいた。
患者さまから切手大の大きさの正常な皮膚をいただいて、それを当社で
受入検査し、３週間かけて８センチ× 10 センチの表皮シートを何十枚と培
養する。出荷検査を経て梱包（こんぽう）し、移植日に合わせて医療機関へ
お届けする。
しかし、自家培養表皮に関しては、まだ販売していない。現在、公的な
健康保険の適用を申請中で、間もなく承認されると当社は期待している。
培養軟骨に関しては治験が終了し、製造販売承認申請の提出を今期中に予
定している。培養角膜上皮は治験前の確認申請の審査中で、今期中の適合
を予定している。これら３つのイベントを当社は株主さまとお約束してい
ることになる。

●製品規格などが承認審査の論点
いよいよ本題。培養表皮ジェイスで苦労したのは、まず承認審査段階で
ある。国が審査するときに何が論点になったか。①海外で販売されている
類似製品との比較について ②動物由来原材料を仕様することの是非につい
て ③出荷検査をはじめとする製品規格について ④製造方法を変更した場
合の同等性の証明について ⑤治験症例数が少ないことについて ⑥適応対
象について（重症熱傷患者の定義）――の６つが挙げられる。
このなかで一番苦労したのは③だった。工業製品なので、何をもって品
質を定義するか、特に安全面は本当に大丈夫かといった製品の仕様、規格、
その出荷検査方法について延々と国と協議してきた。
当社の「ジェイス」は優先審査というファスト・トラックをいただいた。
それでも、なんと３年間かかったわけである。それぐらい第１号の製造販
売承認が難しいという証明だ。
製造販売承認を取得するためには、製造施設、つまり生産機能は必須。
ハードウエアのみがあればいいかというと、そうではない。製造の手順書
および作業者の教育というソフトウエアの面もとても重要で、規制当局に
よる査察がある。
もう１つ、規制当局より販売、営業面にもチェックが入った。結構大変
だった。物流、原価管理、管理会計等、企業としては当たり前のことだが、
この辺まできちんとして初めて商品になるということである。
さらに、お金の問題で、すごく大変だった。創業からジェイス承認まで
で約 70 億円使った。よく、そんなにも使ったな、と言われるが、この 70
億円でわが国日本の再生医療が進むと考えれば、決して高いものとはいえ
ないと考えている。
これからは世論形成がさらに重要になってくる。加えて、再生医療を普
及させるための国のリーダーシップが必要だと考える。これらがないと、わ
れわれの同業者は、海外で承認を取得して事業化を進めることになるかもし
れない。バイオベンチャーの淘汰（とうた）は既に始まっているのである。
これから新しい医療の選択肢として、再生医療が皆さまのお手元に届け
ばいいと願っている。
http://sangakukan.jp/journal/
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東京大学のオンデマンドバス開発
～産学官連携で地域社会を元気にしよう～

オンデマンドバスは、利用者が好きな時間に希望する場所から場所へ行ける公共交通機
関である。しかし、運行計画を熟練者の手作業に任せると運用コストが大きくなる。東
京大学はこうした利便性と低コストを両立させるシステム開発し、実験を行う。

◆地方公共交通と地域社会の元気

いまや、わが国では個人の自由な移動の主役は完全にマイカーとなり、
多くの地方で公共交通は衰退した。鉄道やバスが廃止された地域では、住
民の移動はマイカー、家族による送迎、自転車、さもなければタクシーか
徒歩しかない。運転や家族の送迎の不可能な高齢者は今後急増する。タク
シーを毎日利用するには割高で、用務先は歩いて行けるほど近くない。
地方公共交通の衰退は、運行効率が悪く不採算なことが原因である。減
便が利用者減を呼ぶ悪循環に陥った交通機関が最後に運ぶのは空気である。
個人のニーズに適合する移動手段があれば、日常の用務や買い物、通院
など、さまざまな活動が無理なく行え、地域の人々とのつながりも再生し、
地域社会の元気が復活するだろう。

大和

裕幸

（やまと・ひろゆき）
東京大学大学院
新領域創成科学研究科

教授

◆利用者が希望する場所から場所へ

オンデマンドバスとは、利用者が希望する場所から場所へ、好みの時間
に利用できる自動車交通である。乗り合い形態で運行するので、利用者の
希望を満たしながら運行効率の高い公共交通機関となる。しかし、ランダ
ムに発生する利用者を乗り合いの形で乗車させ、大幅な待ち時間・遅れな
どを生じない運行計画を実現するのは難しい。運行計画を熟練者の手作業
に任せると運用コストが大きくなり、採算性を満たさない。
東京大学では、このような利便性と低コスト運用を両立するオンデマン
ドシステムを研究開発した。

◆予約に最適なバスを選ぶ

開発したシステムでは、予約（乗降場所、出発または到着日時と乗車人
数）を受けると、その予約に最適なバスを選び、その車両の運行計画に新
しいルートを挿入して、予約者・車両への連絡までを自動で行う（図１）。
予約は基本的に利用者がインターネットや携帯電話で行い、車両への連絡
も専用の小型車載端末で行いオペレーターを必要としないので、予約受付・
運行管理にかかる人的コストは最小限に抑えられる。運行システムは計算
機上に構築するので、複数地域で同様のシステムを運用する際もそれらの
システムを１カ所で管理でき、各地域のコストを大幅に軽減できる。

http://sangakukan.jp/journal/

32

産学官連携ジャーナル Vol.5 No.1 2009

◆実証実験

乗客・運行管理者

オンデマンドバス管理システム

顧客情報を蓄積する
本システムについては、2005
年から数回の実証実験を東京大
経路の
データベース
返答
GPS
正確な移動時間
問合せ・閲覧
＊誰もが閲覧でき、
学柏キャンパスのある千葉県柏
を導出できる。
運行状況や今後の
予約情報取得（自動）
進路を確認できる。
過去情報から
乗客
データ
市北部や長崎県雲仙市で行って （携帯電話）予約
特性を抽出
要求
実移動時間
を蓄積する
予約受付
い る（ 写 真 １）。 現 在 は 2008 年
データの
データの
地図サイト
（WEB）
経路の
やりとり
やりとり
返答
計算結果
10 月１日から半年間の予定で、
出力
データ
情報
予約
提供
送信
情報入力
小型バス１台とタクシー車両を
予約
計算システム
運行
運行
数台用いて実験している。また、
位置情報
指示
（運行計画の作成）
情報
収集サーバ
乗客（パソコン）
オンデマンドバス
柏市と雲仙市以外の５つの市町
遅延を予防する独自の運行計画作成手法
（車載器）
バスロケーションシステム
指定された時刻に乗車
村でも本システムを使ったオン
デマンドバス実験が今秋より始
図１ 東大オンデマンドバスシステムの構成
まっている。柏市も含めたこれ
らの実験では課題点を洗い出し、今後の実用化に備える予定
である。また、近い将来には海外での実験も考えている。
（goo など）

◆オンデマンドバスの効果

このような新しい公共交通機関が普及すれば、過疎化・高
齢化地域にも安定した移動手段が提供されることになる。こ
れは取りも直さず導入市町村の活性化に大いに寄与し、移動
の制約をはじめとする社会問題のソリューションとなる。全
写真１ オンデマンドバス実験車両（柏市）
国５カ所で実証実験を行っているが、電気バスや BDF（Bio
Diesel Fuel：使用済み天ぷら油を改質したディーゼルエンジン用燃料）車
両を用いるところもあり、いずれも CO2 排出量低減が期待できる。また、
オンデマンドバスはそもそも従来の路線交通よりも乗車効率が良く、マイ
カーからの乗り換え需要も期待されるから、燃費・施設利用効率の面から
も環境負荷軽減に効果的である。さらに、オンデマンドバス利用者の移動
状況を分析すれば、効率的な都市機能再配置などの都市安全安心設計に役
立てることができる。

◆おわりに

本実験は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）の CREST 研究のテーマ
「先進的統合センシング技術の創出（統括：板生清・東京理科大学専門職大
学院総合科学技術経営研究科教授）」の一課題である「安全・安心のための
移動体センシング技術（代表：佐藤知正・東京大学大学院情報理工学系研
究科教授）」において実施している。大学（研究・開発）、企業（システム実
装）と運輸事業者（運行）、そしてシステムの主役である地域の利用者と自
治体、これらが有効に連携することで産学官連携の生み出す新しい地域公
共交通が発展するだろう。
柏市での実験は 2009 年３月 31 日（平日のみ）まで無料で行っており、多
くの見学者も訪れている。
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日本海地域の７大学と２TLO で
新しい技術移転組織
ライフサイエンスの産学連携を強化
TLO（技術移転機関）を取り巻く環境が厳しさを増している中、複数の TLO が連携する
動きが相次いでいる。その１つ「日本海地域大学イノベーション技術移転機能」は、金
沢大学 TLO など２つの TLO と７大学がライフサイエンス分野を対象にグループ化した
ものである。

金沢大学ティ・エル・オー（KUTLO) は 2008 年７月、日本海地域の７大
学と２TLO がグループとなって技術移転機能強化を目指す「日本海地域大学
イノベーション技術移転機能（Nihonkai Innovation Technology Transfer：
。この背景について述べたい。
KUTLO-NITT）
」を立ち上げた *1（図１）

◆マーストリヒト条約

ちょっと変わったアングルから話を始める。1993 年に欧州連合（EU）が
生まれた。その際に EU に加盟した国はマーストリヒト条約を批准した。こ
の EU の概念は歴史上例のないものであった。EU は新しい国ではない。加
盟国がすべて同文の条約を批准する必要がない、というソフトな連合であ
って、各国が自分の国の統治を第一に考える。共同で行ったほうが効率の
良いことは EU として共同で実行していこうということである。
故にいまだ加盟国の中で EU の主な通貨ユーロ（EUR）を採用していない
国が幾つかある。EU の有力メンバーである英国は伝統的な通貨、スターリ
ング・ポンド（STP）を使っている。通貨に限らず各国ごとの幾つかのバリ
エーションが適用可能である。一言で言えば EU は「連合体であるが、でき
ることから始めている弱い連合体」からスタートしたのである。

◆ライフサイエンスの技術
移転の難しさ

文部科学省
産学官連携コーディネーター
金沢大学 客員教授
（イノベーション創成センター）
有限会社金沢大学ティ・エル・
オー（KUTLO）取締役

*1：経済産業省の「創造的産学
連携体制整備事業」

日本海地域 7大学, 2 TLO提携
日本海地域大学イノベーション技術移転機能

Nihonkai Innovation Tech-Transfer

ライフサイエンス
関連７大学

経済産業省創造的産学連携体制整備事業 補助事業者：KUTLO

弘前大
新潟大
新潟薬大
富山大
金沢大
金沢医大
石川県大
NiTLO
KUTLO

KUTLO連携大学
HIROSAKI

NITT

発明の発信
WEB

移転
委託

ベンチャー

NUPALS

TLO

NIIGATA

TLO

TLO

KMU
ISHIKAWA
PU

自己技
術移転

図１
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Overseas
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武嗣

J-COs

話を産学官連携に戻す。KUTLO
は 2002 年 に 設 立、 同 年 承 認 TLO
となった。それ以来、金沢大学か
ら委託された特許出願と技術移転
の業務を推進してきた。３年ほど
前からライセンス契約が少しずつ
成約するようになってきた。しか
しその契約の対象となった特許は
工学部、理学部の研究成果が主で
ある。
金沢大学は 1862 年に起源をさ
かのぼる医学部を持つ。その伝統
は日本で３番目だ。自然科学系研

平野

（ひらの・たけつぐ）

日本海地域大学イノベーション技術移転機能
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究者のうち 69% がライフサイエンスにかかわっている。特許の出願も 50%
がライフサイエンス関連である。その発明もすでにライセンス契約できた
ほかの学部の研究内容に勝るとも劣らない夢のある内容がたくさんある。
28 件のライフサイエンスの特許技術移転をしたが、ほとんどは研究試料
の提供などであり、新薬などの本格的開発に結び付くものはない。これま
でライフサイエンスの発明に製薬業界から注目をいただいて、発明の紹介、
研究者との面談の場面を数え切れないほどつくってきた。それでも、研究
成果を使った新薬開発のプロジェクトにまで組成することができなかった
のである。
いろんな理由があるが、KUTLO の技術移転の能力に問題があるとみてい
る。技術移転をするための戦略戦術を練り製薬業界と対等に話し合える人
材がいない、と反省せざるを得ない。
大学にはバイオライフサイエンスの研究者は多数いる。TLO・産学連携
組織にも医学 ･ 薬学研究出身のスタッフは確かにいる。ただし彼らは研究
に従事した経験はあるが開発、すなわち研究成果を薬に商品化する業務に
は携わった経験がないのである。

◆好機到来

昨年の春、退職したばかりの薬学部の名誉教授が「教え子」をお連れにな
った。教え子とはいえ、50 歳代半ば、大手製薬会社の開発、ライセンス業
務を経験したベテランのライフサイエンスビジネスマンであった。この人
と話をしたことが KUTLO-NITT を立ち上げる契機となった。
その後、基本構図を練り上げた。
１. 地域の TLO と共同で、地域の大学へ連携体制の組成を働き掛ける。
２. 取り扱う主な分野をこれまで成果の上がっていない「ライフサイエン
ス」の研究成果の創薬化、医療機器の実用化とするが、そのほかの分
野の重要発明についても広げていく。
３. TLO のない大学を支援する。
４. ライフサイエンスに特色のある大学を中心に参加を呼び掛ける。
５. もう１人、感染症医薬の実業経験者がチームに参加することができ
る。
各大学に配置されている文部科学省派遣の産学官連携コーディネーター
や、以前から共同で何かつくり上げたいとお互いに思っていた株式会社新
潟 TLO の結城洋司社長と相談の上、たちまちのうちに７大学、２TLO の連
携体を組織することができた。この提案が経済産業省の創造的産学連携体
制整備事業に採択されたのである。

◆日本海地域のマーストリヒト

７大学の技術移転をすべて一括して行おうというものではない。７つ
の大学の技術移転のうち自己でできる技術移転は自分で行う。しかし
KUTLO-NITT に成功報酬を支払ってでも、専門人材を利用して効率良く技
術移転する方がメリットが得られる発明研究については、KUTLO-NITT に
委託する。大げさに言えば「マーストリヒト条約」のようなフレキシブルな
考え方をとることにした。
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◆静かな街での深い研究の成果を人類の福祉へ

筆者はビジネス界を経て６年前に産学連携活動業務に携わり始めたころ
に、大きな感銘を受けた話がある。
金沢は大都会とは違い緑も多く静かな街、通勤に時間のかからない街で
ある。大学には昼夜分かたず、寝食を忘れ研究に没頭している若手研究者
がいる。夕方自宅に一時戻り、子供たちと夕食をとった研究者が再び大学
の研究室に戻り納得のいくまで研究を続ける。そして深夜に帰宅する。
このことは元ビジネスマンの筆者には荘厳なことに思えた。夕方になれ
ばビジネス仲間と酒を飲み、週末にはゴルフに出かける自分の若いころの
生活との大きな差に恥じ入った。こうした研究者の研究成果を社会のため
人類の福祉の向上に役立てる――その技術移転に重大な責任を感じた。少
なくともそれが可能な仕組みをつくり、それがメークセンスとなるまで見
届ける責任を感じてこの仕組みをつくった次第である。
KUTLO は昨年まで２年連続で全国規模の表彰を受けた。何とか会社とし
ても採算が取れるようになった。これまでに TLO 組織を立ち上げていない
小規模大学や、単科大学の技術移転に KUTLO のこれまでのノウハウをご利
用いただきたい、と思い始めたころであった。

◆若手技術移転要員の育成

すでに 60 歳代の半ばを超えた筆者の最大の関心事は、この仕事をいかに
若い世代に引き継ぎ、さらに発展させていけるかである。企業にいたころ、
「定年」近い先輩の言動を「老害」と揶揄（やゆ）したことがあった。自分は
その年齢を超えている。日本の産学連携技術移転の組織、そこで活躍する
若手人材の処遇体系を、早く若い世代の人たちに受け入れられるものにし
たいと考えている。
そのためには働く環境がいる。プロの野球選手が働く野球場が必要なよ
うにである。そのためにこの KUTLO-NITT で雇用した製薬業界出身のベテ
ランビジネスマンと若手人材が一緒に球場でバッティング練習をする場が
必要なのである。見よう見まねでノウハウをつかんでもらう OJT の環境を
つくることができたと思っている。

◆国際シンポジウムと Lorin K. Johnson 氏

2007 年 11 月 28 日に KUTLO-NITT の発足記念国際シンポジウムを金沢で
開催した。KUTLO 事業の概要の説明の後、政府関係者から今後の政策につ
いての考え方をお話いただいた。
そ の 後、 米 国 か ら お 呼 び し た Salix 社 創 始 者 の Lorin K.
Johnson 氏（Ph.D.）にバイオ ･ テックベンチャーの成功話を「An
American Dream」と題して話していただいた（写真１）。紙面の
関係で詳細は別の機会に譲るが、
「何はともあれ困難に打ち向か
い、どんな困難にも立ち向かい、絶対にあきらめないこと」と
いう Johnson 氏のアドバイスをあらためて、心に刻んだ次第で
ある。
KUTLO-NITT は創薬を目指して進んでいく。
写真１
http://sangakukan.jp/journal/
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損保ジャパン

リスクマネジメントで大学と連携

損保ジャパングループは、リスクマネジメントについて複数の大学と連携している。東
京大学公共政策大学院との連携は寄附講座と共同研究の２本柱。寄附講座で目指してい
るのは、高度な専門的知識と実践的な問題解決能力・政策立案能力を身に付けた人材の
育成である。

◆なぜ、大学と連携か？
社会経済のグローバル化・高度化に伴い、企業を取り巻く環境は大きく
変化しており、そのリスクは大規模自然災害や新型インフルエンザなどの
ように多様化、巨大化、複雑化する一方、企業価値を向上していく上では、
事業に伴うさまざまな不確実性に適切かつ積極的に対応する姿勢が求めら
れる。このようなリスクマネジメント戦略の必要性は、民間企業のみなら
ず公共部門や非営利組織にも共通するものであり、公共政策的見地からも、

足立

尚人

（あだち・なおと）
株式会社損害保険ジャパン
企業商品業務部
リスクソリューショングループ
リーダー
東京大学 公共政策大学院
非常勤講師

社会全体の安全と安心を確保する上で不可欠な視点である。
ここでは、損保ジャパングループが、2006 年度以降リスクマネジメン
ト分野において連携を進めている東京大学および福井県立大学との取り組
みについて紹介する。

◆東京大学公共政策大学院との連携
東京大学公共政策大学院と損保ジャパングループとの連携は、2006 年
10 月から３年間の予定でスタートした。
東京大学公共政策大学院は、広く公共政策にかかわる政策プロフェッ
ショナルを養成する大学院修士課程（専門職学位課程）として 2004 年４月
に創設された専門職大学院であり、
①レベルの高い法律学、政治学、経済学についてのバランスの取れた教育
②実務家教員による授業など、内外の具体的なケースを素材とした実践
的教育
③世界トップクラスの研究実績を有する東京大学法学部、経済学部の教
授陣による授業
という３つの特色を有している。
本連携では「リスクマネジメント政策研究ユニット」を構成し、具体的活
動は「寄附講座の設置」と「共同研究の実施」という２つの柱で成り立ってい
る。このほか年１回の「公開フォーラム」を開催し、研究成果を広く社会に
発信する場としている。
寄附講座では、同大学院生を対象に「リスクマネジメントと公共政策」に
かかわる講義と「リスクマネジメント事例研究」を各年度にそれぞれ１学期
http://sangakukan.jp/journal/
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ずつ行っている。目指しているのはリスクマネジメントに対する高度な専
門的知識と、実践的な問題解決能力・政策立案能力を身に付けた人材の育
成。講義では、具体的なリスクマネジメント手法を具体的事例も交えなが
ら理解、修得した上で、効果的・効率的なリスクマネジメントの実現に向
けた公共政策の在り方を検討する。損保ジャパングループのほか、各種事
業会社、中央官庁等からも外部講師を招き、実践的な内容としている。
また、保険と金融の統計学、自然災害リスクマネジメント、リスクファ
イナンスに関する法制度、公共政策におけるリスクマネジメントなどを
テーマとした研究活動も行っている。
一方、共同研究では、日本企業における効果的なリスクマネジメントの
在り方や、自然災害のリスク評価・リスクコミュニケーションなどをテー
マにしている。
今後、両者は本連携を通じてリスクマネジメント分野での専門性を一層
向上させるが、特に東京大学公共政策大学院においては、教育分野の充実
を図るとともに社会との連携を積極的に進めていくことが期待される。損
保ジャパングループは、この連携の成果を活かして官公庁・企業分野の個
別ニーズにかかわる先進的な解決プランの提供を目指している。

◆福井県立大学地域経済研究所との連携
2007 年４月、福井県立大学と当社は「産学連携基本協定書」を締結し、
翌月より連携業務の運営を開始した。本連携は、それぞれの企業経営リス
クに関するノウハウを持ち寄り、中堅 ･ 中小企業を支援し地域の経済活性
化に貢献しようとするものである。
2007 年度においては、福井県下の中小企業 1,367 社を対象に、今後起こ
る可能性のあるさまざまなリスクに対処するための取り組みと、その体制
に関する調査を実施した。この結果は、中小企業のリスクマネジメントの
在り方を検討し、方向性を示唆していく上での資料として活用される。ま
た、９月に開催した「地域経済研究フォーラム」において、
「福井県下企業の
リスクマネジメントの課題と対策」について議論され、企業が今すべき事
項、持つべき意識の報告があった。
2008 年度は、中堅・中小企業に対し、BCP（事業継続計画）への取り組
みの実態や課題をヒアリングし、共通する課題と対策についてまとめ、参
考となる取り組み事例やノウハウを紹介していく予定である。
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地域間連携による
成人 T 細胞白血病（ATL）の克服
西日本、特に南九州に成人Ｔ細胞白血病という風土病がある。難治性白血病で、大学病
院などでは患者の追跡調査や原因の解明などの研究が行われてきた。こうした研究を基
に、宮崎、鹿児島、大分、琉球の４大学と診断薬メーカーなど多くの企業が共同研究を
スタートさせる。

◆宮崎における ATL 研究の現状

南 九 州 を 中 心 と し た 西 日 本 は 成 人 T 細 胞 白 血 病（ATL ＝ adult T cell

leukemia）の多い地域である 。難治性白血病でもあるにもかかわらず、発
*1

病者数が少ないことから全国的には重要な疾病としての認識が低い。しか

小玉

誠

（こだま・まこと）
財団法人宮崎県産業支援財団
結集型研究推進室 主任技師

し、大学病院などではコホート（特定の地域や集団に属する人々を対象に、
長期間にわたって行う追跡調査）研究や病態進展因子の解明など、長年に
わたり研究が進められている *2。
このような中、宮崎では、ATL などのウイルス感染を背景として発症す
るがんの発症機構解明 *3 とともに、宮崎が得意とする「食」の活用により疾
病の発症予防を目指すプロジェクトとして、科学技術振興機構（JST）宮崎
県地域結集型共同研究事業（事業期間 平成 16 〜 20 年）がスタートした。宮
崎大学医学部・農学部を中心として、当時としては特徴的な医学と農学の
連携により、優れた研究成果を創出した。ATL に関しても、発症ハイリス
ク群の囲い込み、発症前診断、食による発症リスク低減について、非常に
興味深い成果を上げた。
ATL は、HTLV-1 に感染後 50 年以上を経てその５〜 10% が発症する。逆
に言えば、90％以上の HTLV-1 キャリアは、ATL を生涯発症することがな
い。発症すると化学療法による治療は難しく、多くの患者が半年から１年
で死亡する。HTLV-1 キャリアは発症のリスクを常に背負って生活してお
り、ATL 発症リスクが高いキャリアを同定することが可能となれば大きな
福音である。このような中、宮崎大学医学部の岡山昭彦教授らは、発症者
に特徴的な要因として、特に、母児感染と感染細胞数の２つの因子を重視
している。さらに、発症リスクが高いキャリアを判別する手法として、感
染経路、感染者の性別・年齢、感染細胞数、感染細胞クローナリティなど
の ATL 発症関連因子をそれぞれ点数化し、キャリア個人について点数を算
定することにより発症リスクを予測するスコアリング法を研究している *4。
ただし、多くの医学系研究プロジェクトと同様に、これらの実用化には
長期間に及ぶ追跡試験と多数のキャリアの協力、それを実施するための多
額の資金が必要である。さらに年間発症者数の少ない ATL の場合、製薬
メーカーなどが積極的に参入することは困難である。
http://sangakukan.jp/journal/
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*1：全国でキャリアは約 120 万
人と推定されているが、そのう
ち年間の発病者は 1,000 人程度。
*2： 以 前 か ら 南 西 日 本 に 悪 性
リンパ腫が多いことが臨床的に
報告されていた。1977 年に高
月清氏（元熊本大学教授・附属
病院長）らにより独立した疾患
として確立され、1981 年には、
原因ウイルスとして京都大学の
日沼頼夫氏、癌研究所の吉田光
昭 氏 ら に よ り HTLV-1（ATLV）
の存在が確認された。これには、
高知医科大学の三好勇夫氏らが
ATL 細胞株を作出したことが大
きく貢献した。この後、愛知県
がんセンターの田島和雄氏らに
より疫学的な研究も進められた。
この当時進められたレトロウイ
ルスに関する研究は、その後の
HIV 研究に大きく貢献している。
九州においても、1986 年に
鹿児島大学の納光弘氏らが同じ
HTLV-1 感染を原因として発症
する慢性痙性脊髄麻痺を HAM
という疾患単位として提唱した。
長崎大学においても、上平憲氏、
日野茂男氏らにより臨床的研究
がなされ、母乳遮断による介入
試験により感染率の低下が図ら
れた。

産学官連携ジャーナル Vol.5 No.1 2009

このため、われわれは ATL 発症リスク診断薬の実用化を目指し、新規プ
ロジェクトを立ち上げ、JST 研究開発資源活用型（事業期間 平成 20 〜 22
年：事業費約２億円）に採択された。効率的に事業化へと結び付けるため
に、熟考したのが共同研究体制であった。
宮崎、鹿児島、大分、琉球の４大学のほか、財団法人宮崎県産業支援財
団、アドテック株式会社（診断薬メーカー）、株式会社医学生物学研究所（診
断薬、生化学試薬メーカー）、株式会社抗体研究所（抗体委託製造、診断薬
開発）、株式会社スディックスバイオテック（診断薬、化学試薬メーカー）、
財団法人慈愛会・今村病院分院（医療機関／キャリアや ATL 患者の臨床サ
ンプルを提供）も加わり共同研究を実施する。

◆医学系プロジェクトにおける産学官連携

臨床に携わる医学部研究者は、研究シーズを提供するとともに、患者の

ニーズを常にとらえている。一般的な産学官の共同研究に例えると、産と
学の面を持ち合わせている。治験や臨床研究を実施できることからも非常
に重要な存在である。ただし、例に漏れず臨床医は多忙を極めている。研
究開発を効率的に推進するためには、医学部における臨床医と基礎医学教
室の協力が重要である。この２者と企業とが連携することで事業化は必ず
加速されると考える。
一方、企業の参画には、事業としてのメリットが必須である。従来、
ATL 診断薬開発においては、市場が小さく新規参入は困難と考えられてき
た。ただし、従来のウイルス感染者や発症者の確定診断ではなく、ウイル
ス感染者の ATL 発症リスクを診断するシステムが開発されれば、定期的な
検診や診断薬のニーズの高まりが期待される。潜在的な市場の発掘が図ら
れるとして、アドテック、医学生物学研究所、抗体研究所、スディックス
バイオテックの賛同を得た。

◆地域間における開発ポテンシャルの結集

ATL は宮崎だけでなく、南九州地域が統一して抱える課題である。この

ため九州各研究機関・大学で、ATL が研究テーマとされ、それぞれ優れた
研究者を有している。
しかしながら、南九州のような地方においては、資金面・人材面など、
十分な研究環境が整っておらず、効率的に研究が推進されているとは言い

*3：宮崎県地域結集型共同研究
事業においては、ATL の発症機
構について大きく２つの結論を
出すことができた。
まず１つは、宮崎大学医学部
内科学講座免疫感染病態学分野
の 岡 山 教 授 ら が、 今 年 ま で に、
コホート研究を活用し、発症者
の感染細胞率はいずれも１％以
上と高率であったことを明らか
にした。以上のことから、ATL
には、
「感染細胞数」の因子は非
常に重要であることを結論付け
た。
２ つ 目 に、 宮 崎 大 学 医 学 部
機能制御学講座腫瘍生化学分
野 の 森 下 教 授 ら が、 今 年 ま で
に、ATL 特異的な染色体異常部
位を特定し、詳細に解析した結
果、発現異常のある遺伝子とし
て、TCF8 や BCL11B などを発
見した。これらの遺伝子におけ
る ATL 発症機構との関連につい
ては、現在検証中である。
*4： こ れ ま で の ATL 関 連 の 診
断法は、HTLV-1 感染を診断す
る方法や ATL 発症を確定する方
法であった。森下教授らは、患
者血清中から ATL 特異的に発現
が亢進するペプチドマーカーと
し て、TSLC1 を 発 見 し た。 こ
れを高精度に検出可能とする抗
体を選抜しており、これを用い
た高精度な簡易キットの開発に
よ り、 よ り 早 期 に ATL の 発 症
を診断することが可能となると
考 え ら れ る。 ま た、TSLC1 は、
ATL を発症前に判別可能とする
マーカーとしても期待され、臨
床的な検証が進められている。
ATL は、 ウ イ ル ス 感 染 か ら
50 年という長い年月を経た後
に発症することから、ハイリス
ク群を囲い込むことができれば、
積極的に予防的介入を実施する
ことにより、発症予防につなげ
ることができるのではないかと
考えられる。宮崎県地域結集型
共同研究事業では、宮崎県産農
作物を対象にウイルス発がん予
防に貢献する生理活性を評価し
た。その結果、ラビットアイブ
ルーベリーの葉に、抗酸化作用、
がん細胞増殖抑制作用、HCV 産
生抑制作用などについて高い活
性を見いだした。ATL 予防効果
についても、ATL モデルマウス
を作出するなどにより検証を進
めている。

難い。前述のように、国または製薬メーカー等からも支援を受けることも
難しい。風土病とも言われる ATL を解決するためには、地域医療にかかわ
る研究者、行政などが連携し、それぞれのポテンシャルを結集させること
が重要と考えた。
プロジェクトリーダーは鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の坪内博仁
教授（宮崎県地域結集型共同研究事業でも医学系の研究リーダーを務めた）、
研究リーダーは宮崎大学医学部の森下和広教授である。
４大学と宮崎県産業支援財団は、これまでにそれぞれの大学で発見さ
れた ATL 関連因子について、その臨床的有用性や診断薬への応用可能性、
http://sangakukan.jp/journal/

40

産学官連携ジャーナル Vol.5 No.1 2009

ATL 発症機構との関連について検証する。前述４企業は、有用なマーカー
について抗体作製や診断薬の設計・開発を行う。各大学の大学病院や今村
病院分院は、診断薬開発に必要な臨床サンプルの提供や最終段階では臨床
試験を実施する *5。
いずれもキャリアが多い地域であり、研究のベクトルが合致したことか
ら、スムーズな連携が可能であった。目標である ATL 発症リスク診断シス
テム開発においても、複数の大学病院が連携することは、臨床試験の面か
らもメリットは大きい。参画企業としても、診断薬開発に必要な臨床試験
の費用を最低限に抑えることができる。行政サイドとしては、行政区域の
枠を超えた連携をいかに支援していけるかが課題になる。
以上は、構想としてはシンプルなものと受け取れるが、日夜、医療と研
究に没頭している医学部研究者が他機関と積極的に連携する例は少ない。
しかしながら同じ課題と目標を持つ研究者たちは、結集することにデメ
リットを感じていない。要は誰が指揮をとり、コーディネートするかであ
る。われわれの新規プロジェクトは地域結集事業で構築された連携基盤の
下、
「ATL 克服」という新たな目標を掲げ、県・地域の枠を超えて研究体制
が構築された。地域間のポテンシャルを結集することにより、地域が抱え
る重大疾病の克服へとつなげていきたい。

http://sangakukan.jp/journal/
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*5：宮崎大学は、本プロジェク
トの中心的な役割を果たす。注
釈 *4 の岡山教授らの研究成果を
活用することにより、ATL ハイ
リスクキャリアを簡易的に診断
可能とするキット開発に取り組
む。また、森下教授らの TSLC1
をはじめとした ATL 特異的マー
カーを活用することにより、血
中 ATL マ ー カ ー 検 出 キ ッ ト や
ATL 細胞定量法、ATL 特異的遺
伝子解析法を開発する。
鹿児島大学は、馬場教授の参
画により、ATL 特異的マーカー
と し て 発 見 さ れ た CD70 に つ
いて、診断薬開発を目指す。ま
た、隅田教授が保有する糖鎖固
定化技術を活用することにより、
ATL 特異的な糖鎖マーカーの検
出による新規診断薬開発を目指
す。
琉球大学は、森教授の参画に
より、やはり腫瘍マーカーとし
て知られている caveolin につい
て、ATL 発症との関連性を解明
するとともに、診断キット開発
を目指す。
つまり、森下（宮崎大学）、馬
場（鹿児島大学）、森（琉球大学）
の３氏が研究を進めているそれ
ぞ れ の ATL マ ー カ ー に つ い て、
１つのプロジェクトにより診断
薬としての有用性を検証するこ
とにより、ATL 早期診断・発症
前診断に有用なマルチマーカー
検出キット開発を効率的に進め
ることが可能である。
一方、大分大学の伊波准教授
は、ATL 発症予防食品の提案を
目指し、柑橘類果皮エキスの有
用性検証を行う。
一連の研究開発により、ATL
発症危険度を階層的に判別可能
とする一連の ATL 発症リスク診
断システムの開発とともに、発
症リスクの高いキャリアについ
て予防的介入の実施を目指す。
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農林水産省

平成 21年度予算における競争的資金制度等について
農林水産省では、競争的資金制度をプロジェクト研究と並ぶ重要な産学官連
携による研究開発推進手段として位置付けている。民間企業、大学、公立試
験研究機関、独立行政法人向けの競争的資金制度として、基礎・応用段階（技
術シーズの開発）に対応した「イノベーション創出基礎的研究推進事業」
（独立
行政法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術支援センター
（以下、生研センター）が運営）、開発・実用化段階（実用技術の開発）に対応し
た「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」
（本省農林水産技術会議
事務局が運営）の２本の事業を実施している。また、研究成果の実用化・産業
化を一層推進するため、秋に本省主催で技術交流展示会「アグリビジネス創出
フェア」を開催し、技術シーズとニーズのマッチングを図る予定である。

農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究推進課 産学連携室

◆「イノベーション創出基礎的研究推進事業」の概要

（平成 21 年度予算の概算決定額：約 68 億円）
目
的：農林水産業・食品産業の発展や世界規模での食料・環境・エネル
ギー問題の解決に資する技術革新（イノベーション）の基になる
技術シーズの開発
実施主体：大学、独立行政法人、公立試験研究機関、民間企業等の研究者ま
たは研究グループ
研究課題の募集期間：平成 21 年１月 26 日（月）～２月 13 日（金）
①技術シーズ開発型
理工系を含む研究者の独創的なアイデア、萌芽段階の研究を基に、イノベー
ションにつながる新たな技術シーズを開発する基礎研究
研究期間：原則５年以内
研究費：原則７千万円以内／年
なお、39 歳までの若手研究者を支援する「若手育成枠」を設定
研究期間：原則３年以内
研究費：原則３千万円以内／年
②発展型
技術シーズ開発型や他の研究制度で開発された技術シーズを実用化に向け、
応用・発展させる研究開発
研究期間：原則３年以内
研究費：原則６千万円以内／年
なお、研究開発ベンチャー育成を支援する「ベンチャー育成枠」を設定
研究期間：原 則２年以内（研究に先立ち１年間の FS を実施して、選抜され
  た課題が対象）
研究費：原則３千万円以内／年（FS は５百万円以内）

◆「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発」の概要

（平成 21 年度予算の概算決定額：約 65 億円）
目
的：産学官の研究勢力を結集し、幅広い分野の技術シーズを活用しつ
つ、農林水産業・食品産業等の施策の推進や地域活性化に資する
現場の技術的課題の解決に向けた実用技術を開発
実施主体：公立試験研究機関、独立行政法人、大学、民間企業、生産者等で
構成される研究グループ
http://sangakukan.jp/journal/
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研究課題の募集期間：平成 21 年１月 19 日（月）～２月 13 日（金）
（本事業で
は、下記の３つの研究タイプを設定している。今回の
募集は下記①と②のみ）
①研究領域設定型
農林水産政策推進上、重要性・緊急性が高いものとして、研究領域を設定し
て進める研究開発
研究期間：原則３年以内
研究費：原則５千万円以内／年
平成 21 年度は、次の６つの研究領域を設定
・ 競争力強化のための生産システムの改善
・ 新たな可能性を引き出す新需要の創造
・ 地域農林水産資源の再生と環境保全
・ 農林水産物・食品の輸出促進および食品産業の国際競争力強化
・ 食品の安全確保および家畜の防疫対策の推進
・ 省エネルギー化、新エネルギー対策技術
②現場提案型
地域に由来する技術シーズの活用、農商工連携・食料産業クラスター形成・
新需要の創造に向けた地域の取り組み等、地域活性化に資する研究開発
研究期間：原則３年以内
研究費：原則３千万円以内／年
③緊急対応型
年度途中で突発的に発生した政策課題に対応して実施する調査研究
研究期間：年度内
研究費：１千万円以内

●具体的な内容や応募手順に
ついては、農林水産省（http://
www.s.affrc.go.jp/docs/
research_fund2009.htm）
お よ び 生 研 セ ン タ ー（http://
brain.naro.affrc.go.jp/
tokyo/marumoto/inv_up/
h21bosyu/top.htm）のホーム
ページに公募要領等を掲載して
いるので、そちらを参照いただ
きたい。

農林水産省の産学官連携関連施策について
基礎

応用

実用

イノベーション創出基礎的研究推進事業

新たな農林水産政策を推進する
実用技術開発事業

生研センターが実施
技術シーズ開発型

発展型

研究者の独創的なアイデア、
萌芽段階の研究を基に、農
林水産業・食品産業等のイノ
ベーションにつながる新たな
技術シーズ（種）を開発する
基礎研究

「技術シーズ開発型」及び他
の研究制度で開発された技
術シーズを実用化に向け応
用・発展させる研究

研究期間：5年以内
研究費：7,000万円以内／年
（注）国際活動を含む場合には
上限が8,000万円以内／年

〈ベンチャー育成枠〉
研究開発ベンチャーの育成
につながる研究課題を募集

〈若手育成枠〉
３９歳までの若手研究者を
対象として課題を募集し、
若手研究者の自立を支援

研究期間：3年以内
研究費：3,000万円以内／年

研究領域設定型

行政部局等からの要請に基づき、農林水産政策推進上
の重要性等を勘案して、研究領域を設定
1）競争力強化のための生産システムの改善
21 2）新たな可能性を引き出す新需要の創造
3）地域農林水産資源の再生と環境保全
4）農林水産物・食品の輸出促進及び食品産業の
国際競争力強化
5）食品の安全確保及び家畜の防疫対策の推進
6）省エネルギー化、新エネルギー対策技術

研究期間：３年以内
研究費：6,000万円以内／年

フェーズⅠ

フェーズⅡ

実現可能性
に向けた市
場調査、ビ
ジネスプラ
ンの作成等

研究開発の
実施

研究期間：
1年間
研究費：
500万円
以内／年

農林水産省が実施

研究期間：原則３年以内

研究費：5,000万円以内／年

現場提案型
地域に由来する技術シーズの活用、農商工連携・食料
産業クラスター形成・新需要の創造に向けた地域の取
組等、地域活性化に資する研究課題を現場から提案

研究期間：
2年以内
研究費：
3,000万円
以内／年

研究期間：原則３年以内
研究費：3,000万円以内／年
※府省で連携して取り組むものについては審査の際に配慮

緊急対応型
年度途中で突発的に生じた農林水産分野の緊急的な政
策課題に対応するため、研究対象を提示

実現可能性
の高い課題
を選別

研究期間：年度内

研究費：1,000万円以内

民間実用化研究促進事業

その他、他府省等の研究制度による成果

生研センターが実施

農林水産省が実施
プロジェクト研究
「アグリビジネス創出フェア」の開催、農林水産知的財産ネットワークの構築、ＴＬＯを通じた技術移転の促進
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連載

起業支援 NOW －インキュベーションの可能性

さがみはら産業創造センター

ワンストップの多様な企業支援
神奈川県相模原市にあるビジネス・インキュベーション施設「さがみはら産業創造センター」
は開設からほぼ 10 年。インキュベーション・マネージャーは常勤８人で、全国的にみても
高く評価されている。しかし、起業家の創出・支援にとどまらず、入居企業以外の地元企
業のさまざまな相談に対応したり、人材育成活動にも力を入れている。

「さがみはら産業創造センター」
（神奈川県相模原市西橋
本）
（写真１）は 2008 年８月末、トヨタ式業務改善方式「カ
イゼン」に関するコンサルティングを業務としている株式
会社カイゼン・マイスター（小森治代表取締役、同市東橋
本）*1 と提携し、共同で地域企業に対する経営合理化の支
援を始めた。
同センターがカイゼン・マイスターと連携して行う地
域企業支援活動の柱は①品質・原価・納期など生産工程
の合理化 ②在庫管理および物流 ③人材育成――の３つ。
集団研修を通じて各企業の現場の指導者を養成する人材
写真１ さがみはら産業創造センター
育成プログラムを中心に据えているのが大きな特徴だ。
この研修で、カイゼンのノウハウを習得し、参加企業の事例を学び合う *2。
*1：カイゼン・マイスターは同

◆常勤インキュベーション・マネージャーは８人

さがみはら産業創造センターはビジネス・インキュベーションの世界では広
く知られ、評価の高い施設の１つである。現在、製造業を中心に 60 社が入居
している。大企業のスピンアウト組が多いようだ。インキュベーション・マネー
ジャーは常勤で８人と多い。担当制で１人が数社の入居企業の支援をしてい
る *3。
施設がオープンしてほぼ 10 年。大企業をスピンオフして１人で起業し、売
り上げが数億円規模にまで成長した企業も多数生まれている。
同センターは相模原市と中小企業基盤整備機構が大半を出資する株式会社
（社名：株式会社さがみはら産業創造センター）組織で、会社設立は 1999 年４
月。最初の拠点施設「SIC-1」を 2000 年３月、その２年後に隣接地に２つ目の
施設「SIC-2」をそれぞれオープンした。
しかし、前述の「カイゼン」支援活動に見られるように、同センターの業務
は一般的なインキュベータの枠に収まらない。起業家の創出・育成、新規創業
者への支援に加え、入居企業以外の地元企業のさまざまな相談に対応したり、
人材育成や産学連携活動にも力を入れている。つまり、地域企業にとっては多
様な経営支援をワンストップで受けられると同時に、同施設は地域企業の交流
拠点にもなっているわけである。
「当センターはインキュベータとしては珍しいサービス内容。ほとんどの自治
体では地域企業への支援・相談窓口となる機関がインキュベータとは別になっ
ている」と山本満専務取締役はいう。
http://sangakukan.jp/journal/
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市に本社を置くセントラル自動
車株式会社（トヨタ自動車株式
会社の生産子会社）の OB が設立
した会社。

*2：2008 年９月 24 日に「トヨ
タ方式カイゼン活動入門編」と
題したセミナーを実施した。参
加企業の中から精密測定装置
メーカーなど６社が支援を希望。
10 月から個別の相談・診断、集
合研修を組み合わせたコンサル
ティングを行っている。集合研
修では６社の工場を全員で見学
し、相互に改善点を指摘し合い、
カイゼンのレベルアップを図る。
*3：孤独な起業家の良き相談相
手になり、また、人材、技術、
知的財産、販売開拓などの課題
には公認会計士や弁理士などの
専門家と協力して取り組む。そ
の他投資事業、連携事業、人材
育成事業なども併せて担当して
いる。
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◆研究会で産学連携

同センターは人材育成にも力を入れている。経営塾、職場リーダー養成塾（写
真２）
、経営者セミナー、子どもアントレプレナー体験事業、SIC アントレ・イ
ンターンシップ（大学生、大学院生、専門学校生が企画運
営）などを定期的に実施している。
産学連携も売り物の１つ。
「プリント基板・実装・半導体
パッケージおよび表面処理技術」に関する研究会を主宰し、
入居企業、地域企業が連携してプリント基板の実装不良な
どの課題に取り組んでいる。先端技術を持つ入居企業と製
造技術や販路を持つ地域企業が連携し、新製品や新技術を
開発しようとする試みは、インキュベーションセンターな
らではの取り組みだ。このほか「SIC 燃料電池研究会」を設
写真２ 職場リーダー養成塾の一場面
け、燃料電池システムやその周辺機器・部品の低コスト化、
低電力化、ダウンサイズ化を目的とした産学官の共同開発支援を進めている。
さらに、地元の女子美術大学などと組んで、製品やサービスのアイデアやデ
ザインなど「デザイン開発」に関する相談に乗っている。
「FRP（繊維強化プラス
チック）材の新しい用途を開発したい」という企業の相談に対しては、大学・
デザイン業者を対象にコンペ方式で提案を募った。女子美術大学、多摩美術大
学の学生や若手デザイナーなどから玩具、文具、家具、照明機器、建材など
40 点余りの提案があり、社内に大きなインパクトをもたらしたという *4。
*4：その他、腰痛軽減簡易装着

◆背景に産業構造、都市機能の変化も

インキュベーターの同センターが、なぜ地域企業への総合サービス機能を持
つようになったのか。企業のニーズ、あるいは時代の要請もあるだろう。自治
体の施策の方向性にもよるし、インキュベーション・マネージャーを含め施設
の役職員の資質に負うところも大きいだろう。
同センターの場合、当初から計画していたことではなく、ニーズに応え、
サービスの見直しを続けた結果、今日に至ったようだ。
同市は人口 70 万人余りで、2010 年に政令指定都市への移行を目指してい
る。東京のベッドタウンである。製造品出荷額は約１兆 5,000 億円（2006 年
度）で、市町村別で全国 26 位。神奈川県内では３位だが横浜市や川崎市のおよ
そ３分の１である。業種でみると、一般機械が 35％、次いで輸送機が 15％を
占める *5。しかし、日本経済のグローバル化、生産拠点の海外シフトによる産
業の空洞化で同出荷額は落ち込み、平成の初めに比べ 25％ほど低い水準だ。
戦後の首都圏の工業立地政策の基本は、既成市街地の工場群を首都圏内の
「工業衛星都市」やその他の周辺地域へ分散させることだった。同市は、1955
年に「工業立地」を旗印に工場誘致条例を制定し、膨張する京浜工業地帯の受
け皿を目指した。首都圏整備法は 1965 年に改正され、首都圏の範囲が１都６
県全域に拡大し、
「工業衛星都市」という概念が有していた拠点性が大幅に後退。
首都圏の平野部のほぼ全域に工業立地が導かれた。その後、自治体の誘致合戦
が続いている *6。
こうした都市構造の変化も、同センターの機能を拡大させた１つの要因だろ
う。複合的な都市機能が要求される大きな都市における地域産業支援の１つの
モデルといえる。

型自動車シートなど最終製品の
デザイン、あるいは PR 用グッ
ズ、会社案内パンフレットなど
を含め年間 10 件ほどの相談に
応じ喜ばれている。

*5：平成 20 年度 相模原市産
業の概要
http://www.city.sagamihara.
kanagawa.jp/keizai/sangyo/
tokei/gaiyo.html

*6：宮川泰夫；山下潤編著．地
域の構造と地域の計画．ミネル
ヴァ書房 , 2006．

（登坂 和洋：本誌編集長）
http://sangakukan.jp/journal/
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小学生、高校生の起業家体験プログラム

山本

ビジネス・インキュベーション施設のさがみはら産業創造センターは、夏休みに小学
生、高校生を対象とした体験型の起業家育成プログラムを実施している。2008 年は定
員 48 名の小学生部門に 271 名の応募があった。大学生がインターンシップでその運営
を行っているのが特徴だ。

満

（やまもと・みたす）
株式会社さがみはら産業創造
センター 専務取締役

「お店で売られている商品は誰かがつくってくれたものだから、大切にし
よう」
「自分の力でお金を稼ぐのってこんなに大変なの？

お父さんお母さんっ

てすごい」
これは当センター（さがみはら産業創造センター）の起業家育成事業であ
る「さがみはら子どもアントレプレナー体験事業」に参加した小学生の言葉
である。このプログラムを通じて「失敗を恐れずに挑戦する心」を養い、
「自
分の考えで行動できる力」を身に付け、
「チームワークの大切さ」
「お金の大
切さ」を学ぶ。

◆小学生部門に 271人の応募

毎年８月、この趣旨に賛同する地元企業や大学生たちの協力を得て小学

生、高校生を対象とした体験型の起業家育成プログラムを実施している。
年々応募者が増え、2008 年は定員 48 名の小学生部門に 271 名の応募者が
集まるなど広く地域に定着している。
このプログラムは会社設立、マーケティング、事業計画の策定、融資、
仕入れ、製造、販売、決算という経営の一連の流れを疑似体験するという
もの。小学生部門のプログラムを具体的に紹介しよう。
１日目は会社づくり、商品決定、マーケティング。６名のグループごと
に社名と役職を決める。役職は社長、経理マネージャー、仕入れマネー
ジャー、製造マネージャー、マーケティングマネージャー、広報・販売マ
ネージャー。
「モノをつくるのが得意だから製造マネージャーをやりたい」
「社長は責任が重くて大変そうだな…」と、初対面の仲間の様子をうかがい
ながら徐々に打ち解け会社づくりをスタートさせる。次が商品決定。あら
かじめ用意してある商品モデルの中から会社ごと１つの商品を選ぶ。そし
てマーケティング。近隣の店舗を回り「商品デザイン」
「販売価格」
「ディス
プレー」などを学ぶ。
２日目は事業計画の策定と融資交渉。想定顧客、商品デザイン、製造方
法、製造原価、販売価格などを考え、最終的にどのくらいの利益を得られ
るか、どのくらいの資金が必要か検討する。休み時間も惜しんで事業計画
http://sangakukan.jp/journal/
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の策定に取り組む。事業計画が完成すると、本物の
銀行員が窓口に座る「アントレ銀行」での融資交渉
に臨む（写真１）。それまで大きな声で話し合ってい
た参加者も銀行員の前に立つときには緊張感いっぱ
い、少し「社会人の顔」になる。１回で資金調達でき
る会社はほとんどなく、多い会社は融資交渉が５回、
６回に及ぶ。
「時間内に製造できるのか」
「販売価格は
適正か」と銀行から厳しい指摘を受けるが、参加者
は何度も再チャレンジし、最後は融資の OK が出て、
資金を獲得する。融資額は平均で１万円位。
３日目は仕入れと商品製造。大学生スタッフが設

写真１

緊張した面持ちで融資交渉に臨む子供たち

写真２

初めは恥ずかしそうにしているが、徐々に
声を出して商品を販売

営した商材屋や道具屋で前日アントレ銀行から融資
を受けた資金を使って仕入れを行う。そして、商品
の製造。チームそろって一心不乱に取り組むが、製
造が間に合わず助っ人を雇う会社も続出する。
そして、４日目は販売と決算。地元のデパートや
ホームセンターの一角を借りて商品を販売する（写
真２）。初めは緊張している参加者も完売を目指し
て声を張り上げる。商品の売れ行きが伸び悩む会社
では悔しさで涙を流す参加者もいる。決算では会社
として利益が出ればメンバーで分配する。自分の力
で稼いだ「給料」を持ち帰ることができる。赤字を出
す会社もあれば１人 1,000 円の給料を受け取る会社もある。

◆大学生がインターンシップで運営
この事業の特徴は２つ。

１つ目は大学生によるプログラム運営。この起業家育成プログラムを運
営するのは募集で集まった約 20 名の大学生。インストラクター、ビック
ブラザー（BB）と呼ぶ子どもたちのお世話係、商材屋、道具屋、監督、裏方
すべて大学生が担う。４月ごろから毎週のように集まり、教材や講義の開
発、商材や道具の準備、スケジュールの作成などに取り組む。一般的なイ
ンターンシップと違い約５カ月間という長期にわたる活動のため、大学生
の苦労は並大抵ではないが最終日には感極まり涙する大学生も多く、得が
たい体験となっているようだ。
２つ目は地域企業の協力。この事業の財源は参加費、地方自治体からの
補助金、地元企業からの寄付金の３つ。参加費をなるべく低く抑えるため
実行委員会を組織し地元企業の寄付金を幅広く募っている。毎年 100 社を
超える企業から 200 万円近い寄付金をいただいている。
当センターの創業者や若手社員の熱い思いから生まれたこの事業も地元企
業、大学、地方自治体の協力を得て規模を拡大し８年目を迎えている。今後
もこの連携をさらに深め息の長い活動を続けていきたいと思う。

http://sangakukan.jp/journal/

47

産学官連携ジャーナル Vol.5 No.1 2009

研究開発リーダーと研究者の役割

視野を広くし独創的な考えを必要とする研究開発組織は、均質な人間の集団ではいけな
いと主張する。異論や反対意見を許容することが豊かな発想に導く。懐の大きい上司に
恵まれた部下がやらなければならないことは毎日の勉強である。

◆不整な構造

まず、図１を見ていただきたい。プルトップ（あるいはプルタブ）缶の上

部の写真なのだが、この引き開ける部分が左右非対称になっているのに注
目してほしい（ＡとＢ の左右の位置が微妙にずれている）。
なぜ非対称なのか？

Ｃを引っ張ると、力はまずＢに集中してかかり、

そこからタブが切れ始める。もし、左右対称だと、力はＡとＢに分散され

西

美緒

（にし・よしお）
ソニー株式会社 社友
株式会社アルゴグラフィックス
監査役

るので開けるにはかなり大きな力が必要になる。つまり、プルトップ缶を
いびつな構造にすることよってうまく機能させている。
組織も同じように多少いびつな構造の方がうまく機能するのではないか。
特に、幅広い独創的な考えを必要とする研究開発組織は不整な方が良いと
思われる。

C
A

B

図１

プルトップ（プルタブ）缶

◆クローン人間

私がいびつな構造の方が良いというのは、次のような意味だ。
阿刀田高の『ブラック・ジョーク大全』
（講談社文庫）に次のようなジョー

クがあった。
社 長 「キミ、人間にはなぜシッポがないか、知っとるかね」
社 員 「いえ、存じませんが」
社 長 「切れるほどよく振ったやつが生存競争で勝ち残ったんだよ」
http://sangakukan.jp/journal/
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企業の組織でも似たような話を耳にする。異論を差し挟んだり、反対意
見を開陳するような人材は上司から遠ざけられたり、疎んじられたりする。
その結果、組織内で生き残れるのはシッポを振った者だけになる。つまり、
均質な人間の集団になってしまう。種々の意見、異なる考え方を持った人
たちの集まり、つまり不整な構造にはならない。それでは組織として機能
しない。
ある男が、猿を１匹飼っていた。この猿は、主人のやることを何でもま
ねをする。飼主が右手を上げれば猿も右手を上げる。頭をかくと猿も同じ
ことをする。あるとき、男はふと考えた。こいつが独りでいるときはどう
しているのだろうかと。で、彼は、猿を一室に閉じ込めて、自分は隣室の
ドアの鍵穴から行動を観察することにした。しばらくして、そっと猿の部
屋をのぞいてみると、猿も鍵穴に目をくっつけてこちら側を探っていた。
前述のようなシッポ振り組織では、部下たちはこの猿のように上司の顔
を見て仕事をするようになる。部下たちの考えは上司のそれに統一されて
しまって、いわゆる尖がった考えというのが生まれなくなる。研究開発を
業務とする組織ではこれは恐ろしいことだ。
生物の増殖は、無性生殖か有性生殖で行われる。繁殖という点から考え
てどちらが有利かと言えば、前者であることは贅言（ぜいげん）を要しな
い。細胞分裂して増殖する細菌を考えてみよう。一個体が存在していれば、
倍々に増えていくわけだから、簡単に繁殖できる。
ところが、有性生殖ではそうはいかない。まず相手を見つけることから
始めなければならないし、見つけても見向きもされないかもしれない（そ
んな経験をお持ちでしょう？）。それにもかかわらず、不利な繁殖方法を採
用した有性生殖生物の方が繁栄している。なぜだろうか。
実は、無性生殖はクローンを作って増殖しているわけで、すべてが親の
デッド ･ コピー、つまり、同じ遺伝子を持った集団ということになる。こ
れは種の存続という点では具合が悪い。すべての生物は外敵、例えばウイ
ルスに対する防御機構を持ってはいるけれど、１度それが突破されたら、
クローンは同じ防御機構しか持っていないので、全員がウイルスの侵入を
許すことになり、一族郎党が全滅の危機にさらされる。
一方、有性生殖では結婚によって異なる遺伝子が注入されるので、一部
の個体がウイルスにやられても、ウイルスが侵入できない個体も存在する
から、種としては絶滅を免れる。
研究組織もまったく同じだと思われる。前述のような仲良し組織は、
言ってみれば考え方の上では上司のクローンのようなもので、その考えが
適応できないような環境変化が訪れたら、抵抗力がなく全滅するだろう。
従って、上司は異なる考えを許容し、異端者でも懐に迎え入れ、バラエ
ティーに富んだ発想を有する集団にしなければならない。

◆クローンにならないために

さて、そのような懐の大きい上司に恵まれた部下が、独自の発想を持つ

にはどうしたら良いだろうか。
http://sangakukan.jp/journal/
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よく「ひらめき」などということが研究開発では必要だというけれど、何
の下地も無いところにひらめきなど生まれようがない。その間の事情を福
沢諭吉が「文明論之概略」に書いている。少し長いけれど引用しよう *1。

*1：福沢諭吉 松沢弘陽校注「文
明論之概略」
（岩波文庫）

徳義は一心の工夫に由て進退するものなり。
（中略）在昔、熊谷直実が
敦盛を討て仏に帰し、ある猟師が子を孕たる猿を撃て生涯、猟を止めた
りというもこの類なるべし。
（中略）智恵の事に至りては大いにその趣を
異にせり。人の生は無智なり、学ばざれば進むべからず。
（中略）人の智
恵はただ教に在るのみ。これを教ればその進むこともまた際限あるべか
らず。既に進めば、又退くことあるべからず。
（中略）一心の工夫を以て、
とみに智を開くの術あるべからず。
（中略）人の智恵は外物に触れずして、
一日の間に変化すべからず。
（中略）孟子は浩然の気といい、宋儒の説に
は一旦豁然として通ずるといい、禅家には悟道ということあれども、皆
これ無形の心に無形の事を工夫するのみにてその実跡を見るべからず。
（中略）ワットが蒸気機関を発明し、アダム・スミスが経済論を首唱した
るも、黙居独座、一旦豁然として悟道したるにあらず、積年有形の理学
を研究して、その功績漸く事実に顕われたるものなり。達摩大師をして
面壁九十年ならしむるも、蒸気電信の発明はあるべからず。
知識は宗教的な悟りとは訳が違う。座して待っていても何も出てこない。
毎日の勉強の結果から発明が生まれると言う。学べば学ぶほど先に進める。
内田百閒は、忘れることを恐れず、何でもぎゅうぎゅう頭に詰め込めと
言う。習っただけ覚えているというのはけちな根性だ。知らないというこ
とと忘れたということは違う。忘れるには学問をしなければならない。忘
れた後に本当の学問の効果が残る、と言っている。
先に、ウイルスの侵入について書いたけれど、ウイルスは何にでも入り
込めるわけではない。ウイルスを鍵だとすると、その鍵に合う鍵穴を見つ
けて侵入してくるのだ。われわれが知識を身に付けるのも同じ理屈で、知
識という鍵に合った鍵穴を持っていないと、知識は定着しない。いろいろ
な鍵穴を用意するためにも、毎日の勉強が必要なのだ。

http://sangakukan.jp/journal/
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人文社会系の研究を生かした
大学発ベンチャー企業の可能性
村林

筆者の村林充氏は社会人を経て、東北大学大学院に入り論理分析学、科学哲学、技術倫
理などを研究した。大学院在学中だった 2007 年３月に、市場調査、ブランド戦略など
を中心とするコンサルティング会社の株式会社イーストリングを設立。現在は専業社長
としてこのベンチャー企業を経営している。人文社会科学系の研究を地域社会で生かし
たいと考えている。

充

（むらばやし・みつる）
株式会社イーストリング
代表取締役

筆者は、東北大学大学院在学中だった 2007 年３月、仙台の地で産学連携に関
するコーディネート、市場調査、ブランド戦略などを中心とするコンサルティン
グ会社を起こし、業務を行っている。社名は株式会社イーストリングである。社
会人を経て入学した同大学院では、論理分析学、科学哲学、技術倫理を研究テー
マとしたが、こうした人文社会系の研究を地域社会で生かしたいと思ったことが
起業のきっかけだ。自然科学の研究シーズを基にした大学発ベンチャーが多い中、
地域社会のニーズを丹念にくみ取り、地域と企業と大学の「知」を結ぶ人文社会系
研究発ベンチャー企業を目指して活動中である。

◆調査、情報収集で企業の課題に応える
では、どのようにして人文社会系の研究を生かす試みを実現すればよいのだろ
うか。企業を例にとると、理工系の学問領域であれば、新しい技術や工業製品の
開発のニーズに応えることができるだろう。一方で、新規事業の立ち上げに向け
たコンセプト立案や人材や組織に関する悩みなど、現場が抱えている課題は予想
以上に多岐にわたっている。これらの課題解決のために、人文社会系の研究を生
かす場がありそうだ。
例えば、地域の企業経営者に直接話を伺うと、
「新しい事業展開や商品開発を行
いたいが、開発や広報宣伝のために社員を配置することが難しい」というような声
をよく耳にする。また、
「外部にマーケットリサーチを依頼しコンサルティングを受
けたいが、大きなコストが必要になるため躊躇（ちゅうちょ）してしまう」という声
も多くあった。さらに経営者とのヒアリングを重ねると、
「調査はできないかな？」
「情報収集ならできるんじゃないの？」などというお話をいただくようになった。
そこで、データマイニングのリサーチャーの下で市場調査の基本を学びながら、
調査業務を仕事として引き受けるための準備を進めたのだが、調査業務に関する
実績が全くない弊社に対して仕事を任せてくれる企業は皆無だった。直接会って
話を聞いてもらえるのはまだ良いほうで、門前払いされたことも数多くある。そ
んな中でも粘り強く営業活動を続けた結果、少しずつ仕事を引き受けられるよう
になってきた。

◆「情報を収集し、分析して、結論を出す」がベース
弊社の業務のベースとなっているのは、筆者が大学院時代に行ってきた「情報を
収集し、分析して、結論を出す」という作業である。中でも重要視しているのは
「言葉」を大切にするという点だ。企業関係者の声には、
「調査を依頼しても、その
http://sangakukan.jp/journal/
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結果に書かれている内容がよくわからない」というものもあった。実際、弊社が作
成した調査報告書にも難解な数値や言葉の羅列が見受けられることがあった。そ
こで、弊社ではどのような表現を用いれば相手に理解を深めてもらえるかという
点に配慮し、言葉の使い方に常に注意を払っている。
この「情報を収集し、分析して、結論を出す」という作業に「結論を評価し、意
思決定や行動に結び付ける」というプロセスを付け足すことができれば、今後ビジ
ネスとして勝負できる領域があると考えている。そこで、現在は「EBM（Evidence
Based Management）」の考えを応用して、データを多角的・多面的に活用し、統計
分析および定量分析を行い、説明モデルや予測モデルを作成し、事実と根拠に基
づく意思決定、行動に結び付けるための精度の高い情報分析手法の開発に力を注
いでいる。

◆企業のスタッフとの間に「共同学習の場」
また、これまで行ってきた仕事を振り返ってみると１つの共通点があることが
わかってきた。企業の方々に「情報収集⇒分析⇒結論⇒評価⇒意思決定⇒行動」の
プロセスを明示し、意識していただきながら作業を進めて行くと、不思議なこと
ではあるが、企業の方たちとの間に「共同学習の場」が生まれるのである。最初は
一方的であったコミュニケーションが、徐々に双方向になり、終盤には企業の若
手社員が主導権を握ることさえある。
この「共同学習」も大学院ではゼミや講読を通じて日常的に行われていることで
ある。大学院では「学び合う」ことが基本の１つとなっており、常に言葉と向き合
い、時に批判を受けながらも、結論を出すために考え続けることが要求される。
筆者が企業と共に調査業務を行う際のアプローチも根本的には大学院でやってき
たことと変わらないが、そのアプローチが思いもしない創造性やイノベーション
を生み出すきっかけになったのかもしれない。
このように人文社会系の研究を生かすことができる分野が地域社会の中にある
と考えている。現場にあるニーズをできる限り細やかにすくい取り、共に学び合
いながら課題解決を行うアプローチを実現できれば、その範囲は企業だけではな
く、地域と大学をつなげる領域へと広げることも可能だろう。
最後に、筆者の取り組みはまだ端緒についたばかりであるが、今後も人文社会
系の研究を志す学生たちとともに、新しい「学び」のかたちの創造を通して、社会
に必要とされる組織を目指したい。
《従来》

場

《BI事業》
商品・サービス
大
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情報収集・分析・評価

場

学びの場の創出

イーストリング

共同開発

市

学

大規模な企業と比較して、人材やコスト面の制
約により新規事業の創出が難しい中小規模の企
業に対して、ナレッジアウトソーシングを提案。
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動に結び付ける。
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米国リサーチアドミニストレーターの
協議会の５０周年大会

「研究者支援」の原点回帰も
2008 年 11 月２〜５日に開催されたリサーチアドミニストレーター（RA）全米組織の大会
のレポート。RA は大学で産学連携を支える業種で、同組織には 6,500 人ほどの会員が
いる。50 周年を迎えた今年の大会では、科学と研究者のナビゲーターという使命をあら
ためて確認する原点回帰の動きが見られた。

米国の大学等において研究協力支援・外部資金獲得管理を担う “リサーチ
アドミニストレーター（Research Administrator、以下 RA と略す）” *1。その
全国組織 National Council of University Research Administrators（NCURA）
の大会が 11 月２～５日、米国ワシントンで開かれた。同大会は今年創設
50 周年を迎えた。1940 年代マンハッタン計画等の連邦政府系大型研究プ
ロジェクトの推進支援業務から始まり、第１回をわずか 27 人で始めたこの
大会は今年、米国のみならずオーストラリア、ベルギー、英国、フィンラ
ンド、アイルランド、日本、シンガポール、南アフリカ、スウェーデン、
ザンビア等 18 カ国から計 2,300 人が参加した。
今年の大会テーマは “Celebrating the Science, Supporting the Scientist”。
記念すべき今大会のプログラム企画委員長を務めたメリーランド大学のDenis
に今年のプログラムのコアは何？と聞いたところ「１年前から始めた企画委
員会の議論を通じ自分たちの仕事を今一度見直そう、RA は何のために居る
か、という原点に帰り着いた。その視点でこの４日間のすべてのイベント
を企画した」とのことだった。NCURA の活動に貢献した “今年のキーパーソ
ン” の受賞者も、
「これまでのすべての経験をもって、これからも研究者を
ナビゲートするこの仕事を楽しみたい」とあいさつし会場を沸かせた。

高橋

真木子

（たかはし・まきこ）
東北大学
研究協力部（特定領域研究担当）
総長室付 特任准教授

*1：University Research
Administrator（略して URA）と
呼ばれることもある。

◆大会テーマの変遷から読めること

50 年の歴史を振り返るさまざまな仕掛けの中で、昼食時に紹介された大
会テーマの変遷は興味深かった。RA の業務をプロフェッショナルとして確
立すること自体が目標になっていた 1970 年代後半～ 80 年代前半は “プロ
として活動するために” というようなタイトルが並ぶ。
90 年代後半～ 2000 年代前半は “多様性を越えた統一性” など職域と職名
がある程度確立した上で、RA の一体感醸成への模索が感じられる。そして
50 周年の今年は原点回帰的なタイトルで、あらためて科学と研究者のナビ
ゲーターとしての RA のミッションを明確に打ち出したわけである。

◆ RA のプロフェッショナリズムとは

初日の全体セッションでは、NASA の火星探査プロジェクトリーダーを務
めたコーネル大学教授のプレゼンテーションがあった。国家を挙げた研究開
発プロジェクトの成果、夢と魅力をジョークを交えながら紹介し、その中で
RA の貢献にも附言した。
「多くの研究者は研究をやりたくて、RA が誰であろ
うと問題無くやってくれればそれでいいと思っている。でもそれを越えた関
http://sangakukan.jp/journal/
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係が築ければ幸せだ」という彼の言葉は力強かった。参加者の中には、大き
な研究大学だけでなく小規模大学、カレッジの担当者も多く、外部連携の仕
方、資金源もさまざまである。
火星プロジェクトのような研究者との幸せな関係ばかりではないはず、
と思い「“Supporting the Scientist” というテーマに違和感は無い？」と会場
で聞いてみた。企業から転職し RA 歴４年目という女性は「火星探査の教授
とのような関係は正直まれ。でも研究者が研究資金を獲得してくれなけれ
ば大学の活動が止まり、自分たちの仕事が無くなる」と答えてくれた。研
究者とペアで大学の研究活動を担っているという意識は現実的な認識を
もって浸透しているようだった。

◆ RA をめぐる今後の動き

会期中 NCURA 国際委員会の夕食を兼ねたミーティングに招かれた。日本
では国際産学連携事業が幾つかの大学
で動いているが、国際委員会で何か実
質的なトピックがあるのか、正直若干
の疑問があった。が、参加してみると
想像以上に真面目で実質的な議論で驚
かされた。詳細な内容は割愛するが、
発展途上国とのクリニカルリサーチの
連携方法、EU との学術協定に基づく
研究体制と知的財産等の扱い、予算執
行の連携等、日本でも重要な話題が楽
NCURA 国際委員会のミーティングで集まったメンバー
しくピザを食べながら語られていた。
このミーティングには NCURA の EU 版にあたる EURMA からも事務局長
らが参加しており「昨年、EURMA 創設 15 年を迎えやっと参加者 200 人の
大会を開けた。これからはアジアとの連携も進めたい」という。
来年の大会プログラム企画委員長は「国際連携、機関間連携は重要。国
際 連 携 関 係 の セ ッ シ ョ ン は 参 加 者 も 増 え、National Science Foundation
（NSF）等は機関連携を基盤とした公募プログラムを増やしている。当面こ
の話題は大会の柱の１つとなる」と語った。日本の大学でもいろいろなレ
ベルで国際連携は進められている。このような動きを発信していくことも
重要ではないかと思う。
もう１つ、Pre-award*2 の役割については昨年より議論が深まった印象
*2：競争的研究資金獲得までの
申請支援業務を指す言葉。採択
をもつ。小規模大学では外部資金とは主に私立の研究財団からの資金を指
後の経費管理等を含めた支援業
務 Post-award と 対 を な す。 詳
し、各研究者に最適な公募情報の提供が最も重要な仕事である。一方、研
細は産学官連携ジャーナル
究大学では知財、契約条件の調整・交渉、研究体制づくりの重要さが増し、 2008 Vol.4. No.5 の記事を参照。
TLO と連携した研究プロジェクトマネジメントに近い性格を帯びている。
昨年に比しこのような性格の違いを前提にした議論があり、日本の産学連
携・研究協力にも、とても近い議論であると感じられた。
くしくも大会開催中の 11 月４日は大統領選。会場内に設置された開票速
報のテレビの前で、研究開発に関する両党の方針を自分の身近な問題とし
て意見交換する RA の存在はとても頼もしく感じられた。
謝辞
RA の活動調査は、科学技術振興調整費先端融合領域イノベーション創出拠点の形成「マ
イクロシステム融合研究開発拠点」事業における調査活動の一貫で行われたものである。こ
の機会を頂いたことを感謝する。
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★景気低迷もあって、新規事業がうまく立ち上がらない企業から「研究開発に手

イノベーションが開く
日本の未来

を出すのじゃなかった」という声を何度か聞いた。しかし、日本が国際競争に生
き残るには、一歩先を行くイノベーションを引き起こすしかない。頭では分かっ
ているが、長期戦略にかける余裕が乏しい企業が多いのだろう。
そんな中、充放電評価装置等で急成長する東洋システム（福島県いわき市）の庄
司社長は「当社の経営哲学は『エネルギー産業における技術開発で世界に貢献す
る』。当社のエンジンは研究開発による技術力。研究開発を止めてはいけない」と
語る。こうした企業が増えることがわが国の地域イノベーションの鍵であること
は言うまでもない。
（編集委員・西山 英作）

★科学技術創造立国を目指すわが国にとって、今回の金融クラッシュは、好機と
とらえるべきと考える。残念ながら、今回のクラッシュに対して日本の産学官か
らその警鐘を鳴らした賢者は少なかった。これに対して、課題先進国といわれる
わが国が産学官を利して築こうとしている社会は、今後の世界的なモデルを暗示
していると思われ一矢を報いる可能性を有す。
その成果を顕在化させるために、果たして日本政府はそれを擁護できるか、次
回の総選挙と平成 21 年度の予算で解が出てくるものと思われるが、チェンジを選
んだ米国民の偉大さ同様に日本人が革新を選択することをひそかに期待している。
少なくとも、本ジャーナルからはその意志を伝えることができる記事を発信し続
けることができればと考えている。
（編集委員長・藤井 堅）

危機を好機とする
ために

★特集「一極集中を打ち破れ」は、科学技術を活用して地域振興に取り組む各地の

地域資源に立脚した
振興策

動きにスポットを当てた。大阪大学の金井教授は、画一化を脱し地域の資源に立
脚した地域振興が行われるようになったと、重要な指摘をしている。大上段に振
りかぶった地域イノベーションではないかもしれない。その変化は小さいが輝か
しい一歩なのだ。地域おこしが成熟化してきたことを物語る。当ジャーナルはこ
うした取り組みを掘り起こしていきたい。
世界経済危機―産学官連携の世界にも 100 年に一度の津波は確実に押し寄せ
る。技術移転、ベンチャーなどを直撃するし、財政難が各分野を締め付ける。こ
うした現象にどう切り込むか、厳しい目で当ジャーナルを見守っていただきたい。
本年もよろしくお願い致します。
（編集長・登坂 和洋）
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